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KJ 〇 K KOSA
EKSPORTISTOJ

KAJ

IMPORTISTOJ
EN

( Terkulturaj maŝinoj kaj trenmaŝinoj, 
り Motoretoj agrikulturaj kaj industriaj,
『 Ter- kaj ĝardenkulturaj iloj kaj
f medikamentoj, precipe insektmortigiloj,
； Arbidoj, semoj, agronomiaj kaj arbaraj el farita] oj

!!! ONI KORESPONDAS ESPERANTE !!!
Oficejo : TOKIO, Ŝiba-ku, Ilainamacu-ĉo III-T 

Telefono : Ŝiba N*ro  821 kaj N-ro 287¢

出 入商

取扱 項目
餅作機栋 :儀工用小型: 農作園藝用 

器具藥器

苗木種子及

トラクター 1輕便發動啜5 殊に殺蟲紛 段林産加工品

・旭光社・
東京市芝區濱松町三丁目一誥她 

電話芝ハニー番・二八七六番

時勢に鑑みエスペラントを以て通信を開始す—



LA REVUO ORIENTA [3 ]

LOKAJ GRUPOJ
（）reprezentanto 氏名宿所

◎日木Esp學會東京支部 Tokia E-ista So
cieto, Tokio.學會內（大井學）

◎帝大 Esp 會 E-a Grupo de Tokia Im
peria Universitato・（麴町區上六番町8堀 

眞道）

◎ 一高緣星會 !ĉikĜ Verdstela Grupo, en I. 
Nacia Kolegio, Tokio.（小石川區小日向臺 

町一の44丘英通）

◎ つ橘 Esp 會 IIitocuba§i E-a Grupo en 
Tokia Komerca Universitato.（牛込區細工 

町3南野方由里忠務）

◎早JS田 Esp 會 Uaseda E-a Grup , en
Uaseda Universitato, Tokio.（童京府下田

端六五三渡邊方藤間常太郞） 

◎慶應 Esp 會 Kei6 E-a Grupo, en Keid
Universitato, Tokio.（麴町區下ニ番町五石

压方粟飯原晋）

◎法政大學 Esp 會 H6sei E-a Grupo en 
Hĉsei Universitato, Tokio.（牛込區神樂町*  

二の十二都舘內飯田北里）

◎高千穗 Esp 會 Takaĉiho E-a Grupo en 
Takapi ho Komerca Kolegio, Tokio.（柬京 

四谷區箪筍町七四岡本博行）

◎靑山 Esp 會 Aojama E-a Societo en Ao・
jama Instituto, Tokio.（浅草區京町二の 

七松本正雄）

◎成娱 Esp 會 S^ikei E-a Studentaro en
Seikei Instituto, Tokio.

◎成跌 Esp 會中舉赵 La Liceana Societo 
de S. E. S., Tokio.（東京府下尴袋成蹊舉圜 

內）

◎中央勞働箏院Esp.會 Esp. gr. en Centra 
Laborista Instituto, Tokio.小石川區傅通 

院附近善光寺內

◎中央大學 Esp•會 Esp gr. en Cŭo Uni- 
versitato, Tokio.（府下高田懿司タ谷水原 

669羽塲俊男）

◎尊修大學 Esp.會 Esp. gr. en Senŝu Uni
versitato, Tokio. （神田區三崎町三の一袜

シv方山ノ內朝藏）

陵 Esp.會 Esp. gr. en Takuŝoku 
Universitato, Tokio.（小石川區茗荷谷東

洋協會大舉阪井敏保）

◎ H 本大舉 Esp.會 Esp. gr. en Nihon Uni
versitato, Tokio.（府下千駄ヶ谷626須崎 

方鈴木金之助）

◎ E! 本鐵道 Esp 會 Japana Fervojista E-o 
Ununigo, Tokio.（裁道省工作局車辆課富 

田寬次）

◎東京學生 Esp.聯盟 Esp-a Federacio de 
Tokiaj Studentoj （學會內丿.

◎橫演 Esp 協會 Jokohama E-ista Societo 
Jokohama,橫濱市根岸町西芝生一〇四・ 

（速水眞曹）

◎國際商業語協會 Japana Komitato por
Komuna Komerca Lingvo, Jokohama.
（同上）

◎橫濱商業學校エスベラント會Esp. grupo 
de Jokohama Komerca Lernejo.（橫演市 

四戶部-oo t大內淸）

◎關束舉院エス會 Esp. Grupo en Kaute 
Instituto, Jokohama （神奈川町平尾前 258 
佐〇木正雄）'

◎浦高 Esp.會 Esp. gr. en Uraŭa Nacia 
Kolegio, Uraŭa.（東京芝頤白金鎮町四三 

守随一）

◎橫須賀 Esp 協往 Jokosuka E-ista Asocio, 
Jokosuka.橫須賀市大瀧町六大橋方（小川 

梅吉）

◎ B本Esp學會小田原支部 Odaŭara filio 
de J. E. L, Odaŭara.訥奈川縣小田/K町 

十字町四の九五八（東宮豐達）

◎靜岡エスベラント會 Sizuoka E-a Klubo.
靜岡市水落町一の二八（高橋邦知U） 

◎名古屋 Esp 協會 Naĝojn E-ista Asocio.
名古屋郵便局私書阳四六（石鼎修治）

◎八高 Esp 會 E-a Societo en VIII
Nacia Kolegio, Nagoja.（同校丙笠井善三） 

◎名古屋高工 Ksp.會 Esp. grupo en Nago
ja Teknika Kolegio.（同校奇宿舍綵卯之 

助） 

◎日本Esp舉會京都支部 Kioto filio de J.
E. I.京都市寺町夷川蟹屋恋店（中原修司） 

◎・帝大 Esp 會 Teidai E-a Grupo en Kioto
Imperia U niversitato.（京都帯國大學巒學 

部ハ木日出雄）

◎三岛 Esp 食 Sauko E-a Grupo eu la IIj
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Nacia Kolegio, Kioto・ 妥田勇吉

◎同志社 Esp 會 D6ŝiŝa E*a  Grupo en Dĝ- 
ŝi^a Universitato, Kioto・（京都市上京甌 

同志社大學經濟科內鈴木保芳）

◎京都醫大 Esp 會 E-a Grupo en Kioto Me
dicina Universitato.（吉田町嘗大基督教背 

年會內大田陷）

◎京工 Esp 會 E-a grupo en Kioto Teknika 
Kolegio.（京都市工業學校太田嘉一•郞）

◎大谷大學エスベラント會 E-a grupo en 
Ootani Universiteto, Kioto （室町頭同學 

內細川憲薛）

◎高氮エスペラント會 E-a gr. en Kolegio . 
pri Silkrailpseienco （洛北花園同校內lĝ橋 

章三）

◎大阪醫大エス會 E・a grupo en Osaka 
Medicina Universitato, Osaka.（大阪市北 

區常安町犬阪醫科大學藤方诚ー）

◎大阪高商 Esp.會 Esp. grupo en Osaka 
K°merca Kolegio. （^阪市南區夫阪髙等 

商業擊枚內田中旁之助）

◎新舞鶴 Esp 會 Maizuru E-a Societo.（京 

都府新舞耀町北吸七七七山崎久藏）

◎岡山 Esp 會 Okajama E-ista Asocio.岡 

山市三番町二〇:雖波金之助）

◎岡山通商國際語協會Okajama Intemacia 
Komerca Lingva Societo. 岡山市弓の町 

岡山縣商品陳列所內（古田立次）

◎山口高等學役Esp會 E-a Societo de
Jamaguĉi Nacia Kolegio.（山口操山口町 

八幡馬塲大桶末彥方靑木像雉）

◎ B本Esp學會福岡支部 Fukuoka filio de 
J・E. I.（福岡市外箱崎町松原通穰野彌衛 

門方松永之斡）

◎九州帝人エス人ヲント會 E-a grugo en 
Kiuŝiu Imperi" Universitato, Fukuoka. 
（伊藤徳之助）

◎鹿兒島 Esp 俱變部 Kagoŝima E-a Klubo. 
胞兒島市高麗町六九（重松逢一郞）

◎五髙 Esp.會 Esp. gr. en V. Nacia Kole
gio, Kumamoto.（同校內工藤博）

◎日本Hsp・拳會良崎支部 Kagasaki Esp. 
Societo.（同市本石欣町39文化書院）

◎米子 Esp 會 Jonago E-a Societo.（龜取 

縣米子市B野町大塚・遂耶）

◎金澤 Esp 會 Kanazaŭa E-ista Societo. 

金澤市為川町28阿朗溫三

◎四高 Esp 會 しa Esp Asocio de la VI 
Nacia Kolegio, Kanazaŭa. 金澤市第四血 

等學校內圖畫敎室內（本多三郞）

◎金澤第一中學エスベラント會 E-a grupo 
en Kanazaŭa I-a Liceo （會・長枚艮吉村源Z 
助）

◎金澤第二中學エスベラント會Esp. Grupo 
en Kanazaila II. Liceo （斡Ĵ事長松井废太郞） 

◎新潟 Esp 學會 Niigata E-o-Instituto.新 

谓市旭町二番町五二三七のー（木村貫一耶） 

◎沼垂 Esp 會 Nuttari E-a Asocio, Niigata 
新潟市沼垂町星醫院（星信雄）

◎舘野 Esp 會 Tateno E-a Societo en Aero
logia Observatorio, Ibaragikcn・茨城縣筑 

波那小野川村舘野蟲膚氣象奎內（大石和三 

郞） ヽ, ・

◎日本Esp學會イ山臺支部Sendai E-a Soci 
eto.外記町二八

◎東北带國大學ヱスペラント會 'a grupo 
en Tfthoku Imperia Universitaio, Sendai 
（エ學部菊澤季生）

◎二高工スベラント會 Verda Vespo, en11・ 
Nacia Kolegio, Sendai （武藤丸楠）

◎北□木 Esp 會 Nord-Japana E-a Grupo. 
Akita.（秋田市梅山紙剌町藤田方近藤養 

藏）
◎船川 Esp 倉 Funakaŭa E-a Grupo, Aki- 

lakeo.秋田縣船川町（竹畐豐雄）

◎莖段 E<P 舉當 Formosa E-a Societo I>ai- 2盖暮（窒北市萬下炭圧頂石路 〇五蘇樂

輝）
◎札幌 Esp 研究會 Satporo E-a Societo, 

Sapporo. （札俛開南大通西十五丁目角高瀨 

正榮）
◎小樽 Esp 會 Otaru E-a Socioto.（小ば區 

小權高等商業學枚第二寄宿舍萩原報ま）

◎函舘 Fsp 會 Hakohte E-si Societo. （® 

舘區千代ヶ岱高桑正吾）

◎沖褪 Esp.會 Okinaŭa Esp. Societo» Nalia. 
那钢市外城岳下（比嶷眷匍）

---- （第航頁へ續。\一

（秋田市樽山餌剌町藤田方近藤養



ESPERANTO-TAGO
Propono de Mar-leŭt- Aŭaja.

Pere de nia R・ 〇. ni faras prop〇・ 

non al la samideanoj : Kun granda 
plezuro ni ricevis la inviton de 
Okaj a ni aj samideanoj al la venonta 
Kongreso. Sed Ĉiujare ne malmul
taj sam-anoj bedaŭras, ke al ili ne 
estas eble ĉeesti mem Kongreson 
pro nialproksimeco aŭ pro okupo.

Dum Kongres-tagoj aranĝu ĉiu- 
loke propagandajn tagojn esp-istoj 
restantaj hejme, por ke Esp. sonu 
tra la tuta lando, por ke la verda 
stelo lumu super ĉiu terpec〇.

Pri propagando certe ni ĉiam 
prizorgas, sed ni proponas, ke dum 
tiuj tagoj ni faru tion precipe grand・ 
skale, ekz. aranĝante kursojn, skri
bante gazetartikolojn, dissendante 
propagandilojn, skribante ĉiu nepre 
al pli ol io ne-csp-istaj amikoj prop, 
poŝtkarton, laŭ la cirkonstanco dire
ktas nin

Unuvorte mi proponas, ke dum 
Kongres-tagoj oni aranĝu specialan 
„ Esperanto-tagojn ° de komuna 
propagando ・ Ni atendas vian 
aprobon・

エスペラシトの日
（粟屋海軍大尉の提案）

一寸レヴーオ誌上を拜借いたしましてむ 

諮り致します.外でもありませんが,今年の 

大會は熱心なら岡山の同志藩君の御招待を 

受けまして,我々は非常によろこんでゐる次 

第でおります.

二れは今年に限らず,每年の净でわりますが, 

折角大會がありましてd遼隔の人芒か.用筋 

の多い方なぎは出席するニミが出來す;遺徳 

に思はれてゐお方い決して少くあるまいざ 

思ひます・

そ二で此の大會開會中を期しまして，地方に 

殘った留守居Ĥスペランチストたちは全國 

一齊にプロバがンタ・・衣ーゴをやって,エスペ 

ラントの聲花日本國の隅“迄 綠の星の光を 

津。浦々まで繩かそうではわりませんか.

無論,平常から艮の邊に4ぬわリのめろう 

筈もありませんが；特に此の【Jには大。的に 

宣偉もやちのです.

例へば講演會を開\ざか,大に新聞に書き 

芷てるさか，プロパサンディーロを諾方血に 

配布するざか各自が必す自分の友人（未だĤ 
スベランチストにあらざろ）の十名以上に宣 

傅ハカ•キを出すミか,夫々地方の悄勢に應じ 

まし冗方法を取って宜偉な行ふのでわりま 

す. ・

つまり,大會開會のIJを以て,每年全國一 

齊に特另リの宜傳行動なさちべき『エスペラン 

トの口』さすろざ云ふにあるのです.

御賛成を願います. （佐世保粟屋生）

* * *
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LA HISTORiO DE NURN- 
iERG

本年の第十五回萬國大會・獨逸ニュー,レ 

ンベ〃匕で開かれも.同市はエスペラント運 

動史上で“最も由緖わろ地でめろが，一般的 

政治經濟歷史上から見'n同市は如何・

Nŭrnberg ludas1 tiel gravan rolon 
en la germana historio, tiel en poli
tika kiel ekonomia,2 en konstitucia 
kiel kultura, en arta kiel1让eratura 
rilatoj, ke3 estus vana entrepreno 
orezenti sur la malvasta loko de 
kelkaj kolonoj eĉ nur nekompletan 
bildon pri la tute eksterordinara 
historia evoluado de tiu ĉi urbo・

Kiu volas rakonti la historio n de 
Nŭrnberg, devas komenci per la 
kastelo, konstruita sur sabloŝtona 
roko kaj superstaranta4 la tutan ur- 
bon・ Je la piedo de tiu paladio5 
disvolviĝis, unne malrapide, poste 
per kreskanta forto kaj rapideco, la 
prosperanta komunumo, kiun ni 
hodiaŭ fiere admiras.

Proporcie8 malfrue Nŭrnberg mal
kaŝiĝas en la historio, estante doku
mente menciata nur en la mezo de 
la i l-a jarcento (1050). Cent jarojn 
pli poste, Frederiko Barbarossa, la 
potenca ido de la fama Hohenstaŭfa 
dinastio, anstantaŭis, la unue mub 
tajn pli malgrandajn fortikaĵojn7 per 
majesta imperiestra kastelo, kiu an
koraŭ hodiaŭ reprezentas la solene 
gravan, sed samtempe ĉarmoplenan 
gloraĵon de V urba teritorio. An
kaŭ dum la sekvanta tempo Nŭrn
berg estis favorata8 de la imperiest
roj, kiuj koncesiis gravajn privilegi
ojn al la urbo, en kiu ili prefere 
restadis kun sia kortego.9^ Multno- 
mbraj pompaj princokunvenoj tie 
okazis kun grandstilaj festaranĝoj. 

Speciale imperiestro Karlo IV-a, 
apud10 sia amata estejo Braha, prefe
ris Nŭrnberg5on al ĉiuj aliaj urboj, 
restadante tie ĉirkaŭ 50 fbjojj. Ĉi 
tie li ankaŭ publikigis la faman 
ŝtatan leĝon, la 〇“n Dekreton, en 
Ia jaroj【355/56・

Interne cle la protektanta ringmu・ 
ro11 jam en la 13-a kaj 14-a jarcen- 
toj, la ekonomia，metia kaj arta 
vivo atingis prosperadon nekonatan13 
duni tiu tempo en iu alia germana 
urbo. La metio disvolviĝis13 al 
mirinda multflankeco14 kaj akiris en 
kelkaj profesioj mondfamon・ Krom 
tio prosperis speciale la profesio 
de laTcomercistoj, kiuj frue estigis15 
Nŭrnberg^n metropolo de la kome- 
reo. Iom post iom, tiu komercis
taro amasigis1* riĉaĵojn, kiujn ili uzis 
por ornami sian patrourbo17 per 
belaj domegoj kaj preĝejoj・ Dume 
en la komenco, la „ Hohenzollen " 
-margrafo18 regis en la urbo per 
militista kaj juĝa potenco, pli poste 
bonstataj familioj, devenantaj13 de la 
oficistaroj imperiestra, kaj margrafa, 
ekprenis la potencon. Tiu patricia 
estraro20 defendis sin ĝ-s la fino de 
la imperia urbo kontraŭ ĉiuj atakoj 
de la metio haj eĉ povis malhelpi 
ties daŭran gildan kuniĝon一feno
meno unika21 en la metia historio de 
la sudgermanaj urboj.

Certe, la ĉiamaj malpacoj kaj 
militoj, en kiuj la urbo estis impli
kita kun la nobela rabistaro kaj kun 
la margrafoj de la ĉirkaŭaĵoj22 kun 
la kastelestroj kaj okaze eĉ kun la 
imperiestroj kunhelpis, ke la urba 
estreco restis en firmaj manoj. Kv
ankam la postaj jarcentoj plivastigis 
la fortikaĵojn, la cefaj partoj de la 
urbomuro, bone armita per fosaĵo, 
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turoj kaj turetoj, jam estis konstru
itaj en la 15-a jarcento. Per tiuj 
defendajoj la urbo estis bone prote
ktita kontraŭ eksteraj malamikoj 
kaj gajnis pro tio grandmezure la 
konfidon de la imperiestroj.

Plej prospera estis por Nŭrnbcrg 
la tempo je la turniĝo24 de la 
15-a kaj 16-a jarcentoj, kiam la 
urbo efektive estis la centro de 
la spirita vivo en Germanlando. 
Li artoj disvolviĝis en neaten・ 
dita mezuro?5 Eminentaj artistoj 
kiel la lignoĉizisto26 Veit Stoss 
(Fajt Ŝtos), la skulptisto Adam 
Krafft, la fandisto Peter Vischer 
(Peter Fiŝer), kaj la plej granda 
germana pentristo Albrecht Dŭrer 
kreis tiam siajn ncmortemajn ĉefve
rkojn.27 La artmetio de la germana 
renaskiĝo21 trovis tiam siajn plej 
eminentaj n reprezentantojn ;la pro 
duktoj de la tiama oraj metio,89 vitr- 
opentrado, keramiko, stanfandado 
kaj armilmetio estas ankoraŭ hodiaŭ 
juveloj en la Germana kaj Metia 
Muzeoj kaj allogiloj en la elmete- 
joj30 de la multaj antikvaĵistoj51 en 
Nŭrnberg. Ankaŭ en la sciencoj 
kaj en la poezio la urbo disponis 
pri gloraj nomoj・ Ja vivis tiam la 
konata astronomo Johannes Muller 
(Regiomontanus), la fabrikanto de 
Ia unua terglobo22 Martin Behaim 
(Martin Beliaj ni), la klera patricio 
Wilibald Pirkheimer (Vilibald Pirk- 
hajmer) kaj fine la plej fama repre- 
zentanto de la germana majstra 
kantado Hans Sachs (Hans Saks). 
La granda refbrniatro Philipp Mei- 
anchton (Filip Melanhton), la amiko 
de Luther kaj ^instruisto de Gcr- 
manujo,^ fondis tie en la jaro 1525 

la Nurnbergan gimnazion (ĉe Agidi- 
cnberg).

Jen ekestis la Tridekjara Milito, 
kiu dezertigis33 la tutan German ujon» 
alportanta ankaŭ al Nŭrnberg teru
rajn suferegoj n, speciale en la jaro 
1632, kiam la plej grandaj milites
troj de la tiama tempo, Gustav Ad・ 
olf kaj Wallensteinĵ dum semajnoj 
kontraŭis unu la alian en tiu regi〇- 

no. Dopost tiu tempo la ruiniĝo 
politika kaj financa komenciĝis 
kaj nereteneble^ progresis, precipe 
ankaŭ pro tio, ke per Ia eltrovo de 
la novaj marvojoj33 al Hindujo kaj 
ke la urbestraro koruptita kaj ŝan- 
celema ne kontraŭbatalis energie 
la kreskantan dekadenc on. La 
Sepjara kaj la revoluciaj militoj 
finruinigis30 la urbon.

Sub tiuj ĉi cirkonstancoj la en:〇・ 

ĝantaro sin sentis kvazaŭ savita,27 
kiam kun la fino de la antikva 
sankta roma imperio33 ankaŭ Nŭrn・ 
berg cesis ekzisti kiel39 libera imperia 
urbo kaj estis aneksata al la reĝo- 
lando Bavarujo. Eĉ se io malnova 
kaj honorinda malaperis, multa bono 
ekestis sub la nova estreco. Per la 
ekonomia fortiĝo de Germanuja 
ankaŭ en Nŭrnberg rce kreskadis 
komerco kaj industrio. La deziro 
al agemo en ĉiuj sferoj40 de la vivo 
revekiĝis en la laborema kaj persis・ 
tema loĝantato. Per la inaŭguracio 
de la Ludovika fervojo en la jaro 
2835 Nŭrnberg denove sin metas 
en la unuan vicon de la progreseihaj 
germanaj urboj- Rapide Nŭrnberg 
disvolviĝis al granda industria urbo, 
kies diversaj firmoj kaj fabrikejoj 
gajnis internacian reputacion.
—de D-ro Heinrich Ortkal e! ハEsp. Trv.m- 
fonta.v
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ĈANG-LIANG
（張良）

Ĉang-Liang estis vasalo de Kao- 
Ti （高帝）,la unua reĝo de la Ĥan 
（漢）. . . .

Kiam li estis juna, li renkontis 
unu maljunulon sur ŝtonponto, en 
la gubernio Hsia-Pej （下邳）.Tiam 
la maljunulo intence1 faligis siajn 
ŝuojn sub la ponton, kaj ordonis al 
Ĉang-Lian牛 ke li prenu ilin super- 
en・ Ĉang unue volis lin bati kolere 
pro lia maldeca2 sintenado, sed due 
kompatis pri lia senforta3 maljuneco, 
kaj prenis supren liajn ŝuoj n.

La maljunulo ricevis ilin per la 
piedoj, kaj diris : , Junulo, mi inst
ruos vin, post kvin tagoj venu tien

En la tago nomita4 * * *, Ĉang-Liang 
iris sur la ŝtonponton, la maljunulo 
jam estis tie, kaj tree kolerante 
diris : „Kial vi alvenis malfrue, spi
te8 via promeso al la superulo 
Kaj li ankaŭ ordonis, ke post kvin 
tagoj ii denove revenu tien ĉi.

Ĉang-Liang ree iris, ankaŭ tiam 
estis tie la maljunulo, kiu koleregis 
kaj denove ordonis kiel en la antaŭa 
t碣6

Trifoje la junulo iris ĉe nokto
mezo, la maljuna baldaŭ venis kaj 
aprobis la junulon, kiu eltoleris la 
provojn, kaj donis al li unu libron, 

kaj diris : „Se vi detale legos tiun 
ĉi, vi poste /ariĝos instruisto de 
reĝo.＜（ Post momento oni plu ne 
povis scii, kien li foriris.

Ĉar la libro estis la plej kurioza 
taktiklibro, ĉang・Liang ĝin legadis 
senĉese tagojn kaj noktojn. Post 
jaroj li fariĝis bonega registo de la 
lando, talenta helpanto de Kao-Ti.

（Jonesaburo Ŭada, Nagoj a）

〔註〕1わざさ（落した）2けしからぬ（態 

度を怒って）3無力な（老衰を同情 い:）4 
その當H （名ざされた月）に 5 （目上の人ミ 

約束い:）のに

〔ニュー/レンペ，レグ市史〕（p・9 4及95）1
（非常に重尢な役割L）演じてゐあ2政治的 

（關係）に於ても並ぴに經濟的〔關係）に於ても

3 （非常に重大な役目にある故）狹い級面で紹

介すろのは無益の業でわろう 4峙えだっ

5パヲス女神像（ギリシャ古史におちトロイ

市の守り神體）6比較的に（晚く史上にわら 

"れゐてる）7最初には小tい多くの磐で 

おつたのね（堂。たち城薯に代へた）8歴代

皇常の御氣に召した9宮庭10その御好

みの皇居プラーハの外に口!1環狀の肪壁 

の內部に12 （當時他市には）末聞の（隆盛に 

達した）13發展した厚多方面にわたっ 

て15ニ市をして（商業の普たらしめた 

16富む集めた 17父祖の市も 18公爵（獨 

逸中世紀の）19 （豐带及公爵の役人逹から） 

由緖した（良家）20貴族の官憲21（南獨 

産業史的）锌異な現象22近隣23濠24 
移りか"りの時25豫想兀の規模で26木 

彫家27不死の傑作28復興29金細工 

30陳列所31骨藍品商32地球（儀）33 
破壤した34 （政治經濟上の破壞は）抑制さ 

れ難く（進んだ）35新海路36ミヽ•めなさ 

Lt： 37（住民は）救は紅た樣な氣がい:閃 

神聖□卞マ帝國39 （带國自由市）ミして存 

在するなやめ兀 40 （牝活の）外らゆみ方而 

に於ける活動に對すあ希理
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PLENDO DE hUIRATAJ
PIZOJ

Pizojn por kuiri1
ĝiajn ŝelojn3 ni bruligas,

En la fund1 kaldrona3
pizoj plendas kun plorĝemo* : 

„Ĉu ni ne elkreskis
ambaŭ el!a sama semo ?

K:al unuj' fratoj
Ia aliaj n nun ĝemigas ?（＜

Ĥina antikva odo tradukita de
KAMEĴIROO NAKAMURA,

Akitaken
〔註〕1•豆も爺ろたちに2その莢も焚く 

3鍋の底で4泣3じヨくり乍ら（訴へる） 

5 unuj... . aliajn 一方が他方の・のな（unu 
がaliaざ相呼應して代名詞の如く用ひらろ 

ゝこざあり;その昜合には『一方のkの7:ち』 

さ褸數の潘の時には語尾・jなつける

お待ち兼ねの
エスベランチスト必讀の書.エス乂ラント 

主義の福音書、エドモン•ブリウ•アー博士の 

Vivo de Zamenhof の譯

愛の人ザメンホフ
が出版されまし了:。四次版二百頁。定價ー 

;書留送料十三錢。

又秋田小坂の共著

摸範エスペヲント獨習 
I同時に出まし九。約三百ハ十頁、クロース 

綴.定價二EK書留送料十九錢。

BIBLIOGRAFIO
'• （新刊紹介）

◎ trエスベヲ"ト講話』村田正太著;12x19 
cm ; 200 p.;定價二圓丑十錢，郵視六錢;東京 

市木鄕區龍岡町吐鳳堂書店發け。

著者*最近ワッセルマン反虑試驗の吹臭  

法なエフ、ヘラン卜文を以て公表した村田正 

太氏で釘ら。氏“數年來『H本及B本人』 

Uも學及営政』誌上でエスペラントに就て糜!

5論文を發表せられて普・エスベフンチス 

トのため萬丈の氣むはいた;さがおも。・ 

書は全く村田氏の热誠のおらはれでありそ 

の結晶でおみ。吾人は木書を通じて央の如 

く热烈な心も•抱いて工K バヲントのために 

は何物なもやまっくさりばやまない著者の 

面目躍如け:み所な窺ふ二さが、できる。

本書は前後二篇に分化れてゐて前寫は工 

スペラント槪說ミいふ名目の下にエス語な 

文や上からみて積〇に論じてゐる。同氏は 

人し知ろ如く獨逸語の港詣茱く

獨逸密廻習書あ著された程で本:需では該語 

の知識疳應用せられエス語文法ヒから縱験 

に比鞍論評せられてゐる。これを通讀すれ 

ば誰しも今更ながらエス語の車越性を感せ 

られらでわろう。本書後篇はz博士のEkz- 
ercaroを逐諮薛せられ7:ものでその說明に 

至っては隨分拔目なく懇切丁寧に說明せら 

れてゐろ。ニミにすべての語には形に4い 

て似よつオ同じ語原の英獨佛譜の語彙も业 

べて記憶に像にせられた;ミ・吾人の多ざ 

する所でわる。二の點にむいて高耶密門學 

校程度以上の舉生向3のEkzercaroの講義 

きして必適の腿書であろう。尙終りに文法 

十六ヶ條のエス文ざ口本語譯ミを甬してあ 

る。卷末には附錄ざして著者が近頃發表Iた 

Al la francaj medicinistoj さいふ佛國番舉 

者がノレソンゲアーノレ・リシェー・ウ•イダノレ三氏 

へわてた著者の公開狀処びに本誌前。號の 

論説欄（・御承知のLa plej simpla metodo 
por serodiagnozo de sifiliso.な るワッ セルマ 

ン反應試驗の吹良法（著者软見の）に稠する報 

告書をそえてちる。

本書は幾分高價な感じもすちが いQ全 

書を通じて隨分!uksaな紙が用ひられてゐ 

ち上に印刷の鮮明なこさはニれまでH本で 

でたエスベラント書の到姣及ぶ所でなレ・•。營 

學者のみならず一般のエスベランチストに 

きって本誓の通讀“種〇な點において敎へ 

られろ所が多い二ミ^思ふ。二の:ĝ昧にお 

いて簞者は本書の一讀も會員諸君にむす、 
めすろ。終りに臨んで二三得魚・の誤レ揭げ 

て吹版の節訂正の愼に供すみ二ざさする。

附錄 1頁?行---- neneĉmn
" 16 " 2 u ----- de la serojn
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◎『點字エス人ラソト敎科書』小坂猾二著岸: 

本豆太郞點譯;20x26 cm.; 50 p.;笔價五十 

錢郵稅六燥;日本ヱスペラント社發行、

木書は例の小坂先生の『エス乂ラント敎 

科書』な岸本氏沪點字譯い:しのて•わる。小 

坂先生の教科書“何さいってもエス語教科 

書中の白眉でわみ二ミは今更いふまでIむ 

い。二の點字譯がでる蘭にわちら;ちらの 

盲人でエス語を研究しようこしてわた人。 

が時・出版の日な待ちかり < 問合せにきた 

ミの二さも以て如何に二の方面の書籍が渴 

望せられてゐろか户わかる。我*は本書の  

出版に關して點字譯の勞をさられた岸本氏 

の热心ミ發行主押田氏のmalavara九二の攀 

に對して感謝すべきでわみう。尙引槪いて 

摸範練習讀本や辭典の點字譯の出現の一日 

も早からんこさを祈る次第でめる。

◎『高層氣象臺繪菜書』——然心な同志大石 

和三郞氏沧基長に戴く館野の高層氣象毫の 

繪葉書で説明は日本文ミエス文花併せ用ひ 

てあろ。二れについて思ひだすのは日本で 

各地の名所繪葉書•等がまちがった出斷目の 

英語で加ゝれてあみ!ミて* ）ち。

二れらは何ミかして我。の手でエス文の 

說明文をつけろように各地の同志が努力し 

元らい、ミ思ふ。外嫌では各地で二ういふ 

繪葉書が賣られてわみにくらべて新興凰日 

本の恥辱でわろう〇筆者は先年某地で某ヱ 

ハがキ置に交涉したコミがわつア:が何でも 

その當時では百枚同じ繪を艮ってくれる約 

束さへしてくれれぱその繪にエス文の說明 

もいれてIよいさの事でわった炉その後其 

儘になってしまったが近頃はエス運動I盛 

んになつĵ:し世間にt認められてきたから 

日本人向の繪菜警に何も英語入りの説明な 

ぎ不要だから交渗次第でエス文ないれ为か 

も知れね。此際同志の努力を望む。

◎『吹訂エスペラント語速成教科書<0川原次 

吉耶 12X19 cm, 44 p.,定價三十錢エスペ 

ラン > 同人社發行。

前々號紹介の川原氏の教科書の再版吹訂 

せられたしウで初版过大證內容も同じくし 

てゐるから二ゝに再び述べろ必耍いい'ち 

う。初版の誤植は訂正せられたようでわら 

が尙次の如・目二ぼれわるの“遺憾でわる。

1頁下から6行一の誤植

8行----veraがさか：[こむってあ頁
頁
頁
頁
頁
頁

14
15
16
19
19
同

3 行----artiklo （1 artikolo の誤

から5行ーー主格は主語の誤

2 行----estas |1 estos の誤

--- 相稠詞はkorelativojだ 

9行語尾は變だ。

◎『エスベラント雜話』川原次吉郞著,12X 
16 cg 57 p,非買話;本郷弓町世界思潮研 

究會毀行。

これは同研究會發行の世界只ソフレット 

通信の第九號さして發行され同會員に配布 

されたもので

本書は著者の自序に『本書にふいてはい 

[iドエスベヲソトの側面觀ミIいふべきĤ 
メ語に關する講問！ffiに對するB頃の感想む 

一まさめにする;》ごさしT：……』さ書いてめ 

みように川原氏の感想錄ておろ。

內容“エスベうソトの出現、エスペラント 

ミその運動家.エスベラン卜文舉、エスペヲ 

ントミ宗敎、科舉ミエスペラント、實證的ヱ 

フ、ペラントの六章にわけて體裁匸くならべ 

られてわる。尙卷末には文法十六タ條が添 

へられてわる。內容に就いては今更喋。す 

ちまでもなく着者の名が雉辯に物語ってゐ 

Z 〇 〔岡本〕

委員より
◎郵便規則が愛って二01以下の集金郵澳は 

取り扱はれなくなりました。依て半年分宛 

（一 !a!二十銭）納あたい方“以後御自分の方か・ 

ら送金されたし（振替口座東:京一ー三二五番 

學會宛にて）。

◎佛调文相が學校に於けろエスペエント教 
お禁止の◎ふれむ出して天下の物笑ひ芒む 
ぢ霊二其後四方から愛難攻廳重4き 

拧れな答辯むしてわる。佛咸の諾雜誌は< 
の答瑶な捉へて大。的に文相ね二孑おろい 

中にはD・うそつきの僞瞽者奴』なミミ駡到し 

・てゐろ雜誌Iあら。次號にエスベラントに 
譯してその答辯なるくのも御紹介いたそう。 

◎來年の第十二回日本vラント大會を 
招待したい地方・本年の岡山に於けろ大會 

でその旨な提案、决議に附さ农工からない。 

今丄り御注慈をLて置く。

◎本年のJ.EI. Jarlibro “七月ごろに出す 

滦定でめみ。
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昭 〔內地報遭〕
◎ TOKIO, 一 Altgrada kurso ĉe 
Nippon・Esp.・Ŝa bone progresas sub 
Ia gvido de S-roj Ossaka, Chif kaj 
aliaj sinjoroj・ Pli ol dudek fervoraj 
Esperantistoj kunvenas ĉiusabate- 
En la (ia de aprilo bonveniga kun
veno por Fraŭlino Root, samideana 
ĵurrigistino el Usono, estis aranĝita 
ĉe „Gakuŝikai.n Kelkdek geespe・ 
rantistoj kunvenis por vidi tiun ĉi 
mondefaman pacifistinon. Pli detale 
skribita en alia kelono* —En la 26a 
de aprilo propaganda kunveno oka
zis en lx Uuua Nacia Kolegio. S-ro 
Junkcr elokvente paroladis germa
ne. D ro Murata kaj S-roj Inoue 
kaj Hori an kau paroladis. Vespere 
ハKompaい estis aranĝita en manĝo
ĉambro kun ĉeesto de Ossaka.
(§) JOKOHAMA. —La 2爭n de 
marto, Jokohama samideanoj forvi- 
dis D-ron Ramstedt. Verda stand- 
ardo flirtis en frumatena vento pre
gante bon voj aĝ on por nia intima 
amiko.
◎ KIOTO. — La i8an la unua 
kunsido de studentaro en nova 
lernebezono okazis -sub Ia prezido 
de S-ro Sakurada. Regularoj de 
ĉiuj grupoj estis deciditaj —La 22an 
F-ino Alexander vizitis tiun ĉi 
urbon kaj bonveniga kunveno estis 
aranĝita en la kunsidejo de Univ. 
Ŝia ĉarma parolado pri Bahaismo 
tre interesigis ĉeestantojn-

◎ N AGOJ A.—Studenta Federacio 
bone funkcias sub gvido de S-ro 
Iŝiguro. Nova kurso en la Teknika 
Kolegio akiris ĉirkaŭ 50 ĉeestant
ojn.一Kurso sub aŭspicio de ĵurnalo 
Sinaiĉi ankaŭ sukcesis sub gvido de 
S-ro Iŝiguro.一En la Oka Nacia 
Kolegio ankaŭ nova kurso kotnen- 
ciĝis kun 40 studentoj.-*La  26an 
aprilo kunveno de ĉeestintoj de la 
kurso okazis kaj novaj samideanoj 
dekore esprimis dankon al la gvidi
nto.—Kelkaj famaj magazenoj kom・ 
encis uzi nian lingvon por reklamo 
aŭ en montra fenestrejo. Tiel pli 
kaj pli verdiĝos tiu ĉi urbego.
◎ ONOMIĈI. — Nova esperanta 
klubo fondiĝis en tiu urbo, dank^al 
klopodo de S-ro Naka.
◎ SASEHO.一S-ro Aŭaja, nova 
centro de nia movado en tiu ĉi urbo 
gvidas kurson por maroficistoj kun 
30 ĉeestantoj.
◎ J AŬ ATA.—S-ro Curuga fervore 
propagandis dum lia reveno al hej- 
mlando. Li gvidis kurson ĉe Ko・ 
kura kaj Jaŭata kun 130 ĉeesta ntoj. 
Tiel nova esperanta grupo estas 
naskiĝanta ankaŭ en tiu ĉi parto de 
Kjuŝu.
@ ASAKURA.—Nova grupo nas- 
kiĝis en la Asakura Liceo. S-ro 
Hori fervore aranĝis kaj gvidis. 
Ni tre ĝojas, ke liceanoj tiel fariĝas 
centro de kultura movado inter 
lokaj junuloj.
◎ SEULO (Keijo).—Dank*al  pe- 
nado de S-ro Mijamoto kurso 
fermiĝis en la Korea Banko kaj 
nova grupo naskiĝis en tiu ĉi banko. 
© HEIĴO.—Brava batalanto S-ro 
Oj a ma vojaĝis ĉi tien kaj paroladis 
en liceo kaj aliaj lernejoj kaj por
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Kunvenejo de XI. Kongreso de Japanaj Esperantistoj (31・ aug.-?. sept 1923.).

publiko・ Poste li kaj S-ro Naka- 
gaki gvidis kurson en Kŭaĉo Virina 
Liceo sub aŭspicio de ĵurnalo Hei- 
nan-Mainiĉi. Okdek ĉeestantaj kun 
D-ro Uĉimura kaj instruistoj fervore 
aŭskultis lin ; ni devas grandlitere 
raporti klopodon de S-ro Ojama kaj 
S-ro Mori, jurnalist〇.

◎ ĴINSEN,一Esperanta kurso ok
azis en popola lernejo sub gvido de 
S-roj Ojatna kaj Nakagaki kun 
granda sukceso. Nova grupo nas
kiĝis ・ Ni sentas granda n ĝojon 
vidante gloran prosperon de nia 
movado en Kore〇. —[ゝI・ Hori.]
◎ ŜIZUOKA.一しa 22an de Marto 
S-ro Sasaki el Jokol ania vizitis nin. 
Tamen milbedaŭrinde li reveturis 
tre baldaŭ・ En la satna tago S-ro T. 

Juri el Tokio alvenis al ĉi tiu urbo*  
Vespere oni havis tre gajan kunsid
on ĉe S-ro Kaji, fama dentisto. La 
elokventa parolado de vizitanto 
tute ensorĉis ĉiujn ĉeestantojn. La 
28an ankaŭ estis memorinda tago 
por ni, ĉar ni ricevis la viziton de 
Esperantistino, F-ino Iĉikaŭa el 
Numazu. Kelke da gesamideanoj 
kunsidis ce S-ro Jano. La 2lan de 
Aprilo ŝi denove nin vizitis・ しa 
28an ni havis la plezuron renkonti 
S-ron Togu el Odaŭara La 29an 
Ŝizuoka Verdstela Klubanaro kun
sidis ĉe S-ro Takahaŝi En nia urbo 
la nova Nacia Kolegio fondiĝis, kaj 
ni preparis enkonduki nian kaian 
lingvon en la lernejon・ Estu benata 
la semado ĉi tiea

(Raportita de Verdaĵo.)
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海外普及槪况

（EKSTERLANDA KRONIKO） 
◎ペノレギーのVerviers市參事會は市內のŜS 
學校にエスベラント講習を設くあ爲め500
7ランん補助する決議もなしたゝ

◎フランスのArckdeacon氏はバリーの*  

フ、ペラント聯盟に對し!〇〇〇フランを寄附し 

エフ、人ラント學習者の 競爭を促す 爲ろの賞 

與金こせられろやうに徐賴い:。バリーの 

勞働學校でも每遍木曜HI二集會が催される。 

◎懑にフランス文部大臣 叹on Berardがヱ 

スベラントを諸學校で教授するこミね禁じ 

エスペラント講習戈は講演の爲めに學校の 

貸輿方も禁止し7:二さは旣に報道した所で 

あるが昨年十月二H『人權擁護聯盟』しigo
I or la Homaj Rajtoj の集會に於て（i Berard
氏のcirkulero 4•無効させられたき旨請顧し 

◎SC 乙 Baden の samideanoj |X Karlsruhe
に於て會合し『バーオン・エフ、ペラント勞絢 

協會』を創立した。Badenには約500名の 

會員わり、今冬十五の講習が催され讥。

◎スベインの第十回Kataluna Federacioの 

大會が四月一口より三日間（Padoの期間） 

Manres・に於て行はれた答。

◎英國西南エスペラント聯盟の會議が一月 

二十七日美はIき海岸市Torquayで行门れ 

たが非常な盛會でエスペラント宜傅方法'に 

就）討議した。

◎英网エスペラント犬會はPentekosta sem
ajno も利用してTroquayで開做される。

◎國際的に有名か 運輸業も營んでゐみ“獨

逸Berlin市Carl Lassen會就は國內及び外 

國に六十以上の支店を科してめるが今度工 

フ、ベラントを最I適営むろ阈際補助語ミし

て採用し二の目的の爲め特にその得意先用 

さしてエスベラント部な設けた。我炉阈の

◎ Brazilaj Komercaj Asocioj の第一:A曾 

はRio de Janeiroで行“れ了:のでわるが、 

その際エスペラントな商樂舉校で教授せし 

如外國商樂會議听さの通信は該語b使朗 

するやう勸告すろ二きな決議した。ヽ 

© Riode Janeiroの經濟知談及び南業敎育 

普及の目的のアメリカ第二大會・滿境一致 

を以て商業學校にエスペラントな敎授社し 

むろ決議なな1讥。

◎ Brazilの議會4' Brazila Lio Esperantista 
I：1,500 milrejsojな補助する案を可决した。 

同1921年十月二十え日の法令4356 
號でpublike utilaなりこ認ろられす:Lので 

おる。

◎ Internacia Komerca Revuo （國際商缥評 

論）は約三ヶ年繼橄してわむが、此度吹名し 

てInternacia Komerco i稱し,新聞脸のもの 

さなった。前I.KR. （l^ŝŝĉ本の中閒物の 

如きものであったが.Komerca |X moderna 
の感む輿へみ。斯道に造詣深｝我がS-ro 
Hj・Unger氏の手腕に1.って芙爭むしのこ 

なみニ壬“旣に吾人の信ずる所であろ。見 

本入用の方は:„ Internacia Komerco,（＜ en 
Lausanne （Svisland）, St. Luce, Petit ChĜne. 
へ中込まれたい。

◎先月の本誌上に述べ丫:やうに四月五F!發 

ベニス炉らの電報によみさ同地に開催され 

た國際商業會議は四日間に亘りエスベラン 

トを使用しT:〇ヱスベラントに關すろ協議 

のちちこざは前から承知しHが實際に 

エス人フントな使用して會議％行った報知• 

“世界の人を驚かしたに違ひない。

◎我日本に於けみエスベラント運動は最賓 

に目覺ましいが外國に於ける運動もこれに 

劣らない。以上は僅炉にその極あて一小部 

分を最近の外國エスベラント料誌より摘錐 

したに過ぎない。 （Lilio）

實業家も商業語ざしてのエスペラント償値 

の偉大力る二芒に覺酸して、速にCarl Las- 
se・を學I工り【工ならない。

◎ RumanujoのTimiŝoaroではエスペラン 

トの大宜傅％やりBaghi kaj Marie Hankel 
の芝居l催された。視學官Burain氏はエス 

ペラントに對する賛成演證な行った。
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質翹應答
◎ La Revuo Orienta三月號第二十頁十一 

行目日常會話の ”dekMren en la duan strat- 
onu (!『(廣場花趣して)右へ行けば第二の通 

リへ(出ます。そニに……&ざわれビ間違な 

らずや。氏廣場を越して)第二の通りむ右へ 

行けぱそ二に....』さしかければ本文の商義

不明の樣に思は仇ますが…… A

(橫濱Ŝ. H.生)

〔答〕原文で間違ってゐません。若し『第 

二の通りを右へ行けば……』ミ・く場合にば 

....... kaj (iru) la duan straton dekstren,.......  
さなってenも省事ます。本文には第二の通 

りな右へ行けさt左へ行けミし書いてわり 

ません。廣場も越して右へ行け!て第二の通 

りへ這入ります。ミ云ふ丈けの慰味です。。口 

“第二の通りの中へ出ますさ云ふ二ミな示 

します。 (由里生)

◎三月號蒜上(p. 47) angla lingvoに“冠詞 

laを附すみミ否さに理由ありますわ。

〔答〕自由です。ザメ "ホフの譯書には 

何々語より譯・fl (X tradukita el germana lin- 
なさ・ミ皆冠詞なしで用ひてちります。 

◎同上tujun (X tujさ同じですか。

〔答〕tujun li tuja口 の誤植です。tuj U 
る副詞的助辭に語尾Ŭを附して『卽刻の』 

から形容詞を造つ丫:のです。

本號は記事輻揍の爲あ應答欄む縮尘しま 

したe次號に“うんさ出します。

發音の研究

J. Okamoto.
I. Fabelo de konsonantoj. 

一般に音・の耳に作用して聽覺きいふー 

穩の感じを喚びお二す所の現象を純括して 

音(sono)ざいふ。そして音を分って;樂脊

(muzika sono)ミ 噪音(bruo)の二つざす;5 〇

樂音“繼器等のだす音で@まった高さもも 

ったものでいゝかへれば發音楼が規則正し 

く振動してなるものでめり噪昔さいふのは 

車が道む行くさきカ•ラカ•ラざいふ音や 風が

1上厲

2上齒(門齒)

：｝齒勰

5前)
6中］硬口蓋

7後)

3 前 I
9後/恢口蓋

10懸迤垂

U聲帶

I下唇

II舌觸 

111削舌 

IV中舌

V後舌

F咽頭 

L喉頭

E食道
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ふいて木が匕工ー匕ユーむち時の音のよう 

にごまった窩なのない音で卽ち發音爵の振 

動も規則正しくない時に牝ずる音であ"さ 

て人が口や辱からだす音聲(voĉo)はやはリ 

一種の音でわろ。そしてやはり樂音噪音の 

二つに分つ二eができろ。音聲の樂音は有临 

音Cvoĉhava sono)でわり噪音の方は無聲苣 

(senvoĉa sono)マわも 〇
扱後で畤・必要がわるから發音器關にっ 

いて少し述べる。

普通呼吸の時には空氣は・TL (naztruo) 

昼腔(nazkavo： lfi頭(faringo)喉頭(laringo) 
翎管(traĥeo)氣營支(bronkoj)肺(pulmo)さ 

いふ順序で入って® くそして出てゆく時は 

この逆の順序で出てゆく 〇所が莒葉を發する 

場合は少しちがってゐて呼氣は感からで、 

咽頭まで同じ道わくるが二、で音の種類に 

［ってわかれて口腔(buŝkavo)へ出る時I 

われ"腔へ出ろ時もわる。普通我聲には 

呼氣(elspirata aero)を使Ŝ、ので吸氣(enspi

rata aero)を使ふのではむいが後者で音がで 

ない二ざしむい。し护しなんと莒ふて！1育 

聲は對手に向ってしゃべるのでおち力、ら吸 

ひ二む空氣なつかへI工向ふへ十分到遂しむ 

い恐れがあち。

Wてこれから發音器關の說明でわろが肺、 

氣管、支氣管は別に大して必要tないから 

看略して喉頭の構造なのべる。

喉顶は氣管の上部をなすしので呼氣が通 

ろ最初の關門である。これは俗に喉笛さよ 

ばŬてゐち〇所で甲狀軟骨(ŝildokartilago) 

i環狀軟骨\nngokartilago) t二つが主な 

ちしのでヽこれら“上下の位置に◎かれてゐ 

て厦狀軟骨の上には二つの坡裂軟骨 加ite・ 

nojdokartilago;がおって二れの底面から甲 

狀軟骨の舸方の內侧へ向って左右一つ宛 

帶帶(voĉkordoがのびてわぢ水平の膜榛の 

ものでわる。ニれが任,®:に開閉せられて; 

、•も通る呼氣を遮斷しT： v)、かすって出ろ! 

うにしたりして音にいろんな性質を典へる。

の聲帶開閉の積類かわけみさ次のように

むち。(兩聲帶の門も聲門glotoさいふ。)

(Ĝ 聲門がかたく鑽された場合。例へば 

咳なすち前のようね折で二の哇一旦幣門が 

固く鑽されて氣息“少しし出入しないので 
!咳拂ひざいふのは二の閉鑽が內から急に出 

ち氣息で押彼られち時發せられち音でわる。

(わ聲門が輕く鑽ざれてゐる場合。コの時 

は內側から寬わに出てくろ氣息の化めに兩 

聲帶がわふられて振動すあ。かくして生じ 

たものでは有聲音(又□濁音だ丄ばれみもの 

でわろ。此時聲帶がビンご張ってわち壬所 

謂甲焉い聲がで去し弛く張られてむるさ低 

い太い聲がでる。かういふ風にして出來み音 

聲は音聲屮最も重要な役割もしてゐろしの 

でわる。

(C)聲門が一部分鍛された場・合。聲門の前 

半が鐵されて後半の磧されない所から氣息 

がでゝくる時俗にいふ內證話卽ちさゝや3 
(flustro)ミなぢ〇

2)聲門がかすかに間隙を有してゐち場 

合。二の時氣息が聲帶にふれて摩擦の響を 

起す。二ゝに生ずぢ音liChJ音である。

(d)聲門が全く開八てわろ塢合。瞽通の 

呼吸の曹合は二の狀腥にあぢのだが發聲中 

この狀態にめろ時は氣息はこ、では何の變 

化Lうけず上へいって口腔聚腔等で變化す 

る。かくしてで亠た皆を無聲音(又4淸音) 

过よぶ。そ二で吾人の聲音な大別Iて有聲 

音ゝ無聲音の二つさすぢ。二れらの差異はた 

r聲帶の振動の有無によちのみでおってこ 

の點において日本語の淸濁音さいふ語は時 

&誤って用ひられてわろから注意も妥する。 
母音はすべて冇聲音でわるが子音は 有聲無 

聲兩音さも存在する。今〔s, z〕GĴD等の對 

もむす音も殘しながら指を喉笛の上におく 

加兩手で耳をふさいでみちわ頭の頂點へ掌 

花わてゝみちかすちさ明かに聲帶の振動の 

有無を區別すちニミができろ。

喉頭の上を哩顋さよぴこ、は氣管ミ食道 

の分岐點にあたってをり且上方は扇腔ざ□ 

腔への分岐點もなすものであろ。

今指を口中へ入nて上顛も奧へ奥へさな 
でいP くさ蓋のようになった口腔の天井さ



[16 ] LA REVUO ORIENTA 】04

もいふべき口蓋(palato)がわるがその中の 

半分“骨がむって指の觸感て・わかろごさく 

硬い力、 ら硕口蓋(malmola palato)ミ丄び後 
半は柔いから軟B蓋(mola palato)さいふ。 

尙二れらを的後の位置に丄って翌史堡に分 

つ。軟口蓋の後端はアーチ形ななしてゐて 

中央は細艮くむって垂れ/Fってゐみ二れな 

懸攀垂(吶1〇)ミ稱す。口中は巍でみなミー 
切］く分る。普通の呼吸の際は軟口蓋の爱 

韶ミ懸骐垂が垂れ下ってゐて鼻腔ミ咽頭さ 

の通路が開いてわて空氣はこゝを通って出 

入すみ。所が普通の發聲の場合に";仇ら 

が上へ4しつけられてゐて氣恵、"口腔へで 

ゝくろ。しかし音に丄っては懸资垂が下っ 

鼻腔の息が出て® く場合がわる。鼻腔へば 

かり氣息がでみ時できみ音花鼻音(nazasono) 

iよび口腔ばかりへでみ音を门音(buŝa 

sono)さよび兩方へ出てゆく時生すろ音を 

鼻口音さよぶこさにする。

氣息が聲帶加振動させてから口腔へまて 

何物にし遮られ《ずにフ、うフ、うさでゝ(少く時 

に生ずる音を毋音(vokalo)さ呼び之に對し 

て口腔で何誓から妨害もうける音も子音 

(konsonanto)ミ ! ぶ〇 ・

□桂內で重要な器關は舌でわる。适(lan

go) なでまみだけ長く外へだし鏡でみみ芒・ 

表面の中で尖堆から約四、五分位の處“平らt 

て•わる二の部分を前舌(antaulango)ご名付 

けその後の方約五分許りの多少凹形なむし 

てゐろ听な中舌(mezlango)ミ［びその奥の 

隆起してゐる部分も後•舌(postolango) I 
ぶ;.ミミする。舌の尖端は百尖又口舌端 

(langpinto)さよぶ〇

以上で大體發音器關について略述したが 

次にヱスペラントの子音の分類表僅か、げ 

ろ。ニれはいろんな最音書の分類表も參酌し 

て勝手に作ったものでおろ。 -

前に子音4 口腔で何等いの障害物にあふ 

さいったがその障需も二大別すろミ閉塞さ 

狹隘ミになる，閉塞さいふのは一旦全く氣 

息の通路が遮斷されるのて•例へばCpD Cbĵ 
音“兩唇が一旦氟息を遮斷すち。〔〇〔d〕音 

では舌端が口蓋にくっゝいて遮斷すみ。狹隘 

さいふのは迹斷まではいかないが氣息の通 

路がよほざ狹(工カらい•てそこなかすれて出 

ろような場合ないふので二の狹まりが廣く 

な仇ぱ母音にかってしまふわけでわろ。抓 

二の囲塞によって生ずる音に二檢あろ。― 

は破裂音(eksplodsono)で他び鼻音(nezsono) 

でわるc前者“〔Pj〔小の如く氣息が全く 

-•旦停止されて次にそコも突破して氣息が 

で、發すみ音でわるが後KH氣流が口腔か 

ら外へ出ろニさなくて遮靳されちが懸继垂 

が垂仇下ってゐて氣息“何のさはりい］＜ 

易腔の方へのがれでち。狹隘に丄って生ず

第一列,
第二列 第三列 第四列 第五列 第六列 第七列 第八列
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エス作文の研究

(系統的單晤を基礎ざせる)

(2 ) 梶剛・ 

郵便ーー通信

郵便はpoŝto,萬風郵便同盟はUniversala 

Poŝtunuiĝo,遞信省は!a departmento de ko

munikado, 郵便局|i poŝ t (oficejo,郵便局亘 

II postofic'8t(in)〇 で,郵便局のIS(ロ“ fenes 

tresto, gileto である 〇

切手“ poŝtmarko [-signojで,風際汰信
■

切手券は internacia respondkupono,郵囲] 

poŝf pago [-elspezo]> transcenda [-porla] pa- 

go で,送料は sendkosto,葉書は poŝtkarto, 

T,萬园郵便葉童“ vniversala poŝtkarto, 往 

復葉書(i revena [irorevena； duira, am bati ira] 

poŝtkarto,繪葉書は bildkarto, ilustrita kar・ 

ioで対る。手^(1letero,弱制にすみは;re- 

konmendi,留置郵便は poŝto restanta,切莊 

を站付すi (1afranki T, afranki “運賃も 

前拂すみ激味い)み。從って&frankite (1 
郵稅常方持¢運賃濟にての意でわち。世迴 

•Ĵ ①は enpoŝtigi, (en)meti (leteron) en poŝ1・ 

keston で，宛名は adreso,差出人!1 adresan

to, 名宛人tl adresato, adresito,日附は dato, 

封緘すみはsigelb封緘"sigeliぬ 封峨は 

sigelvakso,封緘紙け sigelmarko,署名 ji sub*  

skriboでわ6 〇モれから封筒li koverto, 
レ バ— —■»•■■■■

letei kovrilo T,祇舗紙はleterpapero,小包 

け poŝtpaketo T> 配每す 4 ii disdoni, liveri； 

配遼夫けooŝtportistoでめる〇不足稅げpoŝ- 

tpago mankanta で郵稅六f?!ば 6 sen pagota 

でお屈G

爲替はros tmandato T,俺報爲替はteleg- 

rafa mandato,^報爲裁で送る(I sendi mand- 

aton telegrafe；送命するはmonsend iでわらに

理這は korespondo, komunikado で，kore, 

spondoは文通,通信機關はkomunikilo- 

電信はtelegrafo；無線電信はsenfadena tele- 

grafo,電報 !1 telegramo, telegrafoĵo, depeŝo 

で,權報ト打つはtelegrafi, depeŝi, lffi信紙は 

畫報料は formularo por telegramo, telegra- 

mfolio, J話は !clegram^pago [prezo).

電話はtelefono,電話室戊telefonĉelo, 

telefona ĉambreto,電話機telefonilo〔・ap・ 

aratoĵ,受話探d atisknltilo, ノ、ンドノレは tur

nilo, 電話帳は(telefona) adresaro,交換局は 

telefona stacio LoCcejoĵ, telefonejo,交換手は 

telefonistino,希話むかけちはtelefoni,帝號 

はnombro,關話中([okupita,連接すろは 

kunigi interrilatigi ambaŭ abonantojn, 通詁 

な切 Z は malkunigi, disigi Ia kunigon,自働 

電話は aŭtomata telefono, telefonaŭtojnato 

である。 ・• ゝ ...... •

練習問題

1此手紙箸次第御返事願度候。

此手紙著次第 luj kiam ĉi tiu letero alve----- 一 ホガ

nos al vi.;れは次:の樣に他の表はI方しめ 

ゐ〇

(擇例〕Bonvolu respondi al mi tuj
(ĉe via ricevo de ĉi tiu letero.
(卜 JOi tiu letero alvenos al vi-

ヽ !vi ricevos ĉi tiun leteron

2エスペラントで手紙や繪菜書の炎換 

なすろのびエスペラント上逢の捷徑だ。

交換すろのは しa interŝanĝ(ad)〇 de leteroj 

Kaj bildkartoj pei〔en〕Esperanto.

上逹の捷徑 mallonga vojo al (facila rime

do por〕progreso en la lernado de la lingvo 

此處で4エフ、、ラントの靈復b避ける爲 

い!ingvoを以て代用した方が层い。
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La interŝanĝado de leteroj kaj bildkartoj 
per Esperanto estas feci la rimedo por piog- j 
reso en U lernado de ia lingvo
_______________________________________  I

3昨日私は銀行で五拾E!引出し,郵便 

爲替で鄕里の弟へ送金い:。爲替を送み 

時“私はいつも書留にします。

引出すeltiri,demeti, dekasigi.因に預けろ 

はenkasigi又はdeponiである。

....時任いっ もkiam ajn......... Ĉiam j 
〔例丁雖かしい數學の問駆もやろミ僕は 

いつし眠くむち。

Kiam ajn mi lernas〔cerbumas pri.......ĵ
malfacilajn problemojn de matematiko, mi 
ĉiam sentas min dormema.

Hiefaŭ mi eltiris 50 jenojn ĉe la banko, 
kiujn mi sendis poŝt maud ate al mia frato en 
mia hejmkoko f-aprovincoĵ. Kiam ajn mi 
sendas mandaton, mi ĉiam ĝin rekomendas.

4先口御注文申上候「柬洋白珠集」成 

みペく至急御送附願上候。

注文するmendi

C例］ mendi kotleton en restoracio （料理 

店でカツレツを注文すみ）。mendi surtuton 

Ĉe tajloro （洋服屋へフロック•ゴートを注文 

'T 6）〇尙mendiには璨約む申込むの意L 

わる。mendi の意味は postuli, ke oni faru, 

alportu, liveru ion, kion ne estas tuj havebla, 

（laŭ Kabe.）即ち,卽话には所有されない物を 

作・か持って來るか,供給すらかを人に耍求 

すあ二ミでわる。

成るべ く 菲做 kiel eble plej rapide Cbal- 
dattĵ成るべく,出來あむけ…ニさいふのは 

kiel eble plej..... .の形で薛す〇

Mi petas al vi, ke vi sendu al mi la libron 
“Perloj el la Oriento n kiel eble plej rapide, 
kiun mi mendis al vi antan kelkaj tagoj 
3 antaQ nelongeĵ.

5長くカナダに滯在中の叔父から來月 

十七日橫濱に着くこの報知が來た。

妻月 venonta monato, proksima

今月 di tiu nuna

先 H lasta ~・

先〇月 antaŭ du monatoj, monato

Mi ricevis sciigon de mia onklo, kiu jam 
de longe*  restadas en Kanado, ke li atingos 
Jokohamon je la 17-a de F venonta monato.

6無線電信は伊太利の技師マルづ二氏 

の软明にか、も。

Senfadena telegrafio estis elpensita de 
Malconi, itala inĝeniero.

7電報料は十五字までは三十錢で，そ 

れから五字以下を增す每に五錢拂は袒ば 

ならわ。

十五字まで□ por la unuaj 15* literoj.

これは「最初の十五字に對しては」の总で 

わちから上の樣に譯した。anuajに就いては 

次の例な參照。

〔參考］ La sepan tagon de la semajno 
Dio elektis, ke gi estu pli sankta ol la ses 
unuaj tagoj ・

----- Ekzercaro, i 12.
五字以下も增す每にpor pluaj 5 aŭ maP 

pliaj literoj. pluajを用ひなければ

literojの後にaldonitajを附する;》

Telegrampago estas 30 senoj por la unuaj 
15 literoj, kaj oni devas pagi po 5 senoj por 
pluaj 5 aŭ malpliaj (literoj).

正 誤 Ĵ
前號P< 20 (左五行目)P"む除J 

同七行目 pasporto は pasporto.
同十三行 H Germannjo |I Gerinanujo< 
同右二十行目 dan^ al neeviteblaj aferoj 

|X •«.•.cirkonstancoj に直ほす。
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INTERPALORADO
T. Juri.

A・ Kiel subite1 varmege fariĝis 
de la lastaj kellAj tagoj ! Estas ja 
bezone, ke mi ŝanĝu la vestojn.

B・ Jes, kara amiko, ni kvazaŭ 
estas en Formoso.2 Mi timas, kiel 
varmega estos .la vetero en la mezo 
de tiu ĉi somer〇・

.A・ Certe, mi povas antaŭvidi 
fajran someron・ Baldaŭ ĉio en la 
mondo estos elmetata al la brulantaj3 
suntadoj.4

B. Ho, kiel terure !
A・ Jes, terure estos, sed jen !... 

kian bonan pajlan ĉapelon vi portas! 
Ĝi ŝajnigas vin sendube kiel alian 
sinjor on.

B Koran dan kon por viaj komp
limentoj5 tre afablaj ;la ĉapelo estas 
tamen pligranda, ol ĝi devas esti 
por mi, sed bedaŭrinde mi ne povis 
trovi pli taŭgan por mia kap〇.

A Kredeble via kapo havas ekst
erordinaran formon, ĉu ne ? Kiom 
estas via mezuro ?

B. No. 7・ La ĉapeivendistoj de 
la Toraj a estis tre embarasataj6 pro 
mia kapformo, ĉar ordinaraj ĉapeloj 
ne bone sidas sur mia kapo, kaj 
fine mi konsentis malgraŭvole aĉeti 
tiun ĉi, ha, ha!

A. Ha, ha, ha ! Estas ja ridinde.
B. Ĉu vi ne volas viziteti kafejon 

ie proksime troveblan ?
A・ Tre volonte; de mi faladas 

ŝvito kiel hajleroj, kaj plie mi multe 
• soifas7 nun・

B・ Certe tre intensa8 estas Ia var
meco. Oni ne povas toleri ĝin sen 
io malvarma por trinki・

A・ しa folioj de arboj fariĝas 
ĉiutage pli verdaj, kaj ili senlime9

日常會話

由里生

Aこの四五日前から急に】暑くなったち・や 

ないか。衣更へをしなければならない。

Bウン丸て■窒樽2にでもゐるやうだ。今年 

の屮夏の候の醫さが思ひやられる袒。

Aまったく炎暑の酷しさが思ひやられろ 

よ（antaŭvidi前以て見る）。Iうすぐ萬物は 

燃龙るやうが太陽の粗に晒される（el，me八 

nta）だらう。

Bたまらないれ。

Aウンたまらんさ。オヤ……素的な坤 
帽子を 着てゐちぢゃないか。他の紳士ミ間 

違ふよ。（Ŝajnigi思はしめる）

B （何も苜ふんだ）御世辭5门よせ—然し 

ね、二の帽子は僕には大きすぎろのだが殘 

念ながら丁度いゝのが（tatiga適當⑴ 見っ 

からなかったんだよ。

A君の頭i工恐らく （kredeble）珍無類な 

（eksterordinara異常の）怜好&してゐあか 
られ。大きさ（サイズ）はいくらだ。

B七械だ。トラヤの番頭し僕の頭（kap'・ 
formo頭の型）には竝分困っでゐたよ。何し 

み普通の帽子では僕にうまく合IIない（sidi） 
のだから。それで到。しまひに迷。（malgr
aŭvole 志に反して）これも買ったのだ。ハ 

ハ ノ、.，•••・〇

Aハハハ.... そりやむかしいり。

B何處か近くにわろ（trovebla發見し得 

べき）カッフェ----・ 一寸入って見むいか。

Aい、さも〇汗が玉のやう亡（hajFero綏 

粒）落ちる。むまけに僕は非常に今喉が乾い 

てゐち。

B本當に酷しい8暑さだり。何か冷たいも 

のでも飮まりばやりまれないよ。

A樹の葉が每H段&さ綠になって、限り 

なく 9淸新の氣も與へる1〇ら•やない力•。供は何 
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refreŝigas10 rUm Mi ĉiam sentas 
min trankvilig让込 kaj animfacila, 
kiam mi rigardas ion verdan・

B Estas vere tre saĝe, ke oni 
elektis la verdan koloron por nia 
stelo, la insigno12 de VEsperantistoj.

A. Unu el miaj amikoj-Esperan- 
listoj tiel amas tiun koloron, ke li 
nomis sian novnaskitinon „Midoriu 
(Verda)・

B・ Parolante pri verdo, mi ekme
moras,18 ke oni alprenis nian koloron 
por urbaj tramoj en Tokio, ĉu ne ?

A. O jes, kara amiko, tiaj tramoj 
kuras14 sur kelkaj linioj en nia urbo*  
Kiam Universala Esperantista kon・ 
greso okazos en Tokio, ni devos 
verdigi ĉiujn veturilojn, ha, ha !

B・ Kiel vi estas jam bone inform- 
让a, nia movado estas rimarkinde15 
progresanta16 nuntempe tiel en nia 
lando, kiel en Eŭropo kaj Ameriko.

A・ しa potencon17 de Esperanto 
oni jam ne povas kontraŭstari18 
Estas ja modo19 nuntempe, ke oni 
parolu eĉ iomete pri Esperanto en 
sia konversacio ĉiutaga. Mirinda 
estas la rapideco,30 per kiu nia mov
ado sin puŝas antaŭen hodiaŭ・

B・ Sendube vi estas prava,21 sed 
mi kredas, ke Esperanto ne estas 
modo mallonge daŭrema, sed kon
traŭe, ĝi estas eterna modo, ĉu ne 
vere ?

A. Bone, bone! Mi perfekte 
kunsentas kun vi, kara amik〇.

B・ J亡n, mi ektrovis kafejon tie ; 
mi fariĝis treege soifa・

か絲色のものな眺め〇芒いつも心持ちが靜 

か U りii氣輕（ani mafacila）に感じあね〇

Bエフペランチストの徽章也でわみ所の 
星に緣色を選んだのは資際かし二いやり方 

だつ7： X 〇

A傑の友人エスベランチストの一人“綠 

の色を好む餘り、口分の產れ子（nov,nask,i- 
fino新らしく生れた女の子）にろぎりさい 

ふ名なつけた。

B綠の話の序でて・思ひ出すがn （parolante 
pri ....の話の序で）東京の市內電車の色“ 

綠な用ひろ二过にしたち・わない炉。（"'preni 
探用すろ）

Aりン左樣だ。市內のわろ線に運轉"して 

わみり。東京に蔑國Ĥスベラント犬會が催 

される時には總ての盅車を綠に塗らりば 

（verdigi）むらねだらう。ハハハ....

B御承知の通り（informig通知せられ讥） 

エフ人ラント遐動は素張らしい勢力で5欧米 

は勿論わが國にも發展しつつわV

A {,うエスペラントの勢力17にli對 

抗13出來ない。每口の會話に少しでもいゝか 

らエスベラントに就て話すニミが現在の流 

行さむつT：iQo今Hわが運動の發展の⑻ロ 

puŝi antaŭen前方へ自分な押し進む）速力20 

□賓に廉くべきものがあち。

Bなみ程君の言•ふ通りだ21がエスベラン 

トは一時的の（mal'loi）g'e daŭrema短期間 

網續する如き）流行で□なくて、その反對に 

永久の流行さいふべきではながらうか。

A左棣左樣、全く同感だよ。（kunsenti）

Bヤアわすこにカツフェーがおる。俄は 

ひごく喉が乾いた。
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LA HISTORIO DE LA 
HOMARO
『人類の歷史』

松崎生

Kiam la maljuna reĝo de Persujo 
mortis, lia filo, la juna princo Zemir, 
eksidis sur la reĝa trono. Post 
kelkaj tagoj li kunvokis ĉiujn profe
soroj n kaj akademianojn de la lando 
kaj diris al ili : MEstimataj sinjoroj, 
mia patro ofte instruis min, ke la 
reĝoj pli bone regus la naciojn, se 
ili pli bone konus la histori on de la 
homoj・ Mi do petas vin, ke vi 
verku por mi universalan historion 
de la homoj, por ke mi povu ĝin 
legi kaj ekkoni.u

〔逍語〕kom加'〇人類;Persaj'〇ペ”シ

kvin jaroj ili revenis al la palaco 
kun kvindek kameloj, kiuj poHis 
kvinmil librojn. La reĝo estis mal
kontenta ;li diris:ハSinjoroj, mi 
vin tre dankas pro via granda labo
rado, sed mi havas grandan okupa
don je la regado de Ia lando, Icaj 
mi ne havos teinpon por legi tiom 
da libroj Mi petas vin, ke vi reko
mencu kaj faru multe pli mallongan 
historion,"

ア（國名）；ekもidi を下す;kunvoki呼集め

5 ; akademidan* 〇 學士院會貝Ĵestim'at'a 尊
敬せられる;ek'koni, koni識ってゐekk-
oni （新らたに）知る。

〔譯〕ベルシアの老いた王樣が死んた時

1：,其子のピミー Rこいふ若い皇子が王の位 

に卽きました。英後數F!してせミーノレ王“ 

國中の敎授や學士院會貝を殘らす呼集めて 

中しました:『皆さん,私の父がよく私に教

〔造語〕reteni,また來ら;maPkontenta 
不滿足tt,labor^ad〇 仕事;okup'ado, okupi 
占めち,（身をおお仕事か職業むビに）從事さ 

す，okupado （織務に常に從事するこさから） 

職務,仕事;rekomencu再ぴ始める，やりな 

ほす。

〔譯〕教授遼"命に從って:十五早後に将 

物五千卷なつけた五十匹の翳號も連れて再 

び宮殿に來ました。王樣は御不滿でした;王 

樣1130r：:『皆さん,皆さんの大骨折を深 

く感紺します,が，私ぱ國な治める大職務を 

持ってわますので，其程の甫物を讀む暇はな 

•、でせう。しつ过しっさ短い歷史もやりな 

ほして書いて下さろ樣を願ひ致します。

へてくれました若しも王樣が人類の歷史を 

bっさよく知って居れぱ，もっこよく其國も

治めろ仁らうにさ。そこで,私が人類の世界 

歷史を讀んで知るコミが出來ちゃうに，人類 

の世界歷史も私の爲めに書いてくださろ樣, 

わなた方にな服致し・す』。

【註］tronoは王樣（神懺むビ;のsidloko 
座であら，sidi sur reĝa trono王座に坐す,王 

位に卽いてゐみ;ĉiuj ての,殘らずの;h 
（^nova regoゝ kunvokis .kaj diris......; se
ili （ = reĝoj） pli bone konus （現在）;;リよヾ 

知ってゐるなら:さ事實の反對を假定: <!〇だ 

から,そこで，verki （書物な）著す（彫刻家が 

作品も）作るなご;verku........ por ke mi〜
verkiする目的が〜ておち，~せんが爲め

【註】obei Cordononĵ命のまゝに，命に從 

って;ili （ = profesoroj） revenis kun kam
eloj, kiuj.......kunは連れて.芒tなって，kiuj
はkamelojを指して居る關係代名詞;porti 
は擔ふ・・ danki pro〜~を誰〇に感謝すa, 
danki por ミも莒S、; havi okupadon je esti 
okupata je に從事する1tiom daそんな 

澤山のミレ、ふ意味;mi petas vin, ke....... ...
••・の二さもおかたに乞ふ頤ふ,ごうぞ……し 

てくれ:rekomencuこfaruざの目的語仕共 

にhistorionである.

Post dek jaroj la profesoroj reve
nis kun kvin kameloj kaj kvincent 
libroj ・ しa reĝo estis ankoraŭ ne

もすん

La profesoroj obeis, kaj post dek

kontenta ・ しi 
dankas, sinjoroj, 
vian historion・ 
ci. Mi estas 
havas blankaj n

diris: „ Mi vin
sed mi ne legos 

Tro longa estas tiu 
jam maljuna kaj 
harojn; mi estas
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facile laca. Mi petas vin, verku tre 
mallongan, resumon de via historio, 
por ke mi povu ĝin legi antaŭ 
mia morto, kiu eble venos baldaŭ. 
Rapidu, sinjoroj, mi ne havos mul
tajn jarojn por legi vian verkon !u

〔譯〕十年後,教授連は五匹の輸鸵ミ五百| 

卷の書物5 さもなへて來ました。王樣は, 

なほまだ御不滿でした。王樣は言つ『有 

雖うございます,皆さん,けれぎも私はfeti 
了:方の（畫いた）歴史は諛まぬでfeらう・これ 

はまだ長過ぎち・しう私は年奇った,白髪が 

生之てゐち;私はすぐつかれて了ふ・やがて 

死期!》來らニさだらうが，死なり中に讀ちろ 

梯に,その歷史の短っかい槪畧をミうぞ書い 

て下さい.いそいでください,皆さん,おなた 

の書いたIのな讀もうにし餘命艮く “わり 

ますまい』。

【註】 tro longa tiu 玄i （historio） estaa» 
Tiu ĉi historio estas tro longa 此の歷史では 

未だ長過ぎる;facileたやすく……（する），す 

く....（して了ふ）；resumo （大體は二んなも

んださいふ）槪畧;verku……por ke ~する 

爲めに（〜すみやうに）……を着述せよ（ミ乞 

上、）;ne havos multajn jarojn por legi.......歷
史を諛むのに年の數を多く持って居ない;餘 

命短いから が護力ない・

Dum la kvin postaj jaroj, multaj 
profesoroj jam mortis, kaj post ses 
jaroj restis nur la maljuna prezidan- 
to de V akademio・ Li venis al la 
palaco de Preĝo kun jana azeno, 
kiu portis unu grandan libro n. En 
la granda korto de F palaco li 
renkontis serviston, kiu diris al li : 
,,Ha, sinjoro, la reĝo estas malsana 
de jam multaj semaj noj, kaj hodiaŭ 
mortanta li estas. Se vi lin volas 
vidi, rapidu al lia ĉambro !u

〔造語〕prezidanto 頭僦領，司會者）； 

servisto召し使;maFsana病んでゐち5mo
rdanta 死につつめろ所の

〔譯〕其後五年の間に澤山の教授逵はt 
う死んで了った，六年後には學士院の會頭だ

けが獨り生き殘ってゐた。會頭は王樣の宮 

殿に一册の大きな書物を載せた 若い腿馬を 

ひいて來化。宮殿の大庭で召便ひに會った, 

英召使ひ“莒った:『アア，王樣は何遍問し 

前わら病氣です。今口口◎かくれになりそ 

うです。む會ひになり度いなら，王樣の御部 

屋に4急抄なさい!』 ;■

［註】posfa=sekvinta （其れに）次いで來 

讥五年間，其後五年間に;veni は日本語で行 

くさ苔ふ場合にも用ふるこミがわち,二の時 

1!目的地の方を標準さして莒ったまでのこ 

ミであみ,例之，Mi venos al vi morgaŭ ;li 
rekontis serviston, kiu.......rekonti （I ...... に
會ふさ日本語で莒ふしエス語では……な會 

ふさいふ具合に言ふ,kiu （X servistoむ受け 

てわる關係代名詞;de jatn.......も前から

estas mortanta死につゝわる;

La maljuna akademiano lasis la 
azenon kaj la libron en la korto kaj 
supreniris al la reĝa ĉambr〇. Sur
la lito la reĝo kuŝis, tute pala ; mal
laŭte kaj malrapide li parolis : „Ka- 

—iro inaui ue.ra profesoro—vi venas—tro malfrue・ 
Mi do mortas—kaj mi ne konas la 
historion—de la homoj/*

CiŝiftĴ supr'e'n'iris 上って行った;maF- 
jattte 聲低く ; maPrapide ゆっくりさ;raaP 
frue晩く jむくれて・

〔譯〕その年奋った學士院會員・勰馬ミ 

本な庭に置3去りにして王樣の御室に昇っ 

て行った。寢缠に王樣が眞蒼になって橫は 

ってゐた;聲低くゆっくりミ王樣は話し了：： 

『教授さん----わなたのまかたは——あそす

ざまし了二 私はもう死にます——〇私口人 

間の歷史か知らないのです』。 ゝ

【註］Ssi放置してむく，其のまゝにして 

むく,Lasu ŝin babiliおの女にしゃべらして 

むけ;vi venas tro malfrue餘りにおそく來 

た,來かたがおそすぎた・

Tre malgaja estis la profesoro, 
sed li diris : „Ne, Via Reĝa Mosto, 
vi konos la historion de la honioj, 
ĉar mi ĝin diros al vi per tri vortoj : 

nIli naskiĝis, ili suferadis, ili mor- 
tis.n
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エスペラント主義

ESPERANTISMO
一九〇六年,シュネーヴに開かれた第二 

冋萬國犬會に於げらザメンホフ博士の 

演説より拔粹。

淑女曲に紳士諸君|吾が人會の開會に當 

りまして皆樣方は私から何か演説を期待し 

て居られす;多分諸君の私から期待せられ 

て居られまするのは,（一權）公式演說さ云ふ 

ものは蓉通そうなのでありますが，何か公式 

的な，何か當り觸りのない，色彩の明かでな 

い，そして內容のない所のものでござりませ 

う。そんな演説□然し私はいたしませぬ。私 

は一般にそんな演狀な好みませぬ，が蒔に只 

今,今年ふ其の樣む無色彩な演説ないたし 

まするのは私さ致しまして大なる罪惡でご 

ざりませう。私は,數百,千萬の人・が刻苦 

して自由のたちに,人間ミしての最も初級な 

自由のために，人間さしての懒利のために鬪 

って居りますろ國のら參った者でございま 

j す・■•••••

〔造捂〕sen^ifhav^a內容のない・senko
lori 色彩のない,無色の.

【註〕差別のない，こうでもよい.pala （色 

彩の［淡い,褪せた,（頗色が失せて）蒼白な・ 

de mia flanko私の側（がわ）から（見れ（エ），私 

さしては・Tio estas eraro de via flanko.そ 
れは 君の方が 間違ってゐるのだ.elementa 
（全體も形成するし过きなみ）要素の，（學関な 

ビのもさになる）初級の,入門の•

〔原文〕El la deklaracio unuanime.......
【譯］プーロニエ犬會に於3まして滿場 

一致で探決されました宣音よりしまして,吾 

〇は皆,賓用方而に於けろエスペラント主義 

ざ（I如何むるものであるか知って居ります; 

吐の宜書よりして吾々“亦知るのでありま 

す,それはてよしんば如何なろ目的にそれを 

使用しようさも，エスペラント語を使用すち 

人は誰でもエスペランスチトミ名づけられ 

ろ』さ____或るエスベランチスト逹から他の

エス乂ランチストの行動や理想に對するわ 

ら®み責任も解除すろたち，プーロニ土宣莒 

は表て向きの，めらゆも人。によって異存む 

く受け入れらろべきエスベラント主義の恵 

義を定め，そして次の語を定めましf： : IT或 

る人逢がエフ、人ラント主義过結ぴっけち他 

の箝望又は憧憬はどれLその人の全然私的 

な事でわって,之に對してエスベラント主義 

は責任を持たぬものであろ』さ。

〔造語〕umi'anim'e （一つ心で）滿場一致 

で.debeti取りのけみ,脫ぜしむ.respondi 
por..............に對して應へをすめ應ずる,責

任を頁ふ;respond^c* 〇 責任.preciz'ig'i 確 

定する,亠らんミ盍味も定めろ.senMispufe 
異議むし1：. aFdoni附加す,添附す・

【註】nomi A-n B. ««AなBミ名づけち 

（nomi An- esti B の略）.tute egale,（其の次 

に疑間詞をつけ）.....でわiか（否か）一樣に

Iしんば……であろうミも矢張;例しi eslao 
kulpa tute egale, ĉu li tiel faris el bona 
intenco （aŭ ne）.よしんば彼は好意でそうし 

たにしても矢張霜がおあ・unuj aliaj... 
甲乙答の人令に（對して）乙丙尊の人・ dis
kuti 議論すろĴdisputi爭論すあ 舗戦すみ; 

debati （公の會合なぎで擧問上の M ビも） 

討論する;argumenti理屈を述ペろ，理攻ち 

にす，議論す;refuti （人の反對読むごを）反 

駛す;S ； rezoni （莒葉に出して、・も又“頭の 

中ででい系統的に理屈の）すぢみちを立て 

み 理をUt く,推理すみ・tiu aŭ alia«iu （甲 

者か乙者か）或ろ（しの）・pure純粹に,全然.

〔朋文〕Sed bedaŭrinde la vorton.......
【譯】 然るに遺懑な事には此の『私的な」 

さ云ふ縉むば『封じられたる』の愈昧に解繹 

なさった吾無ヱスペヲソチストがありまし 

た，そしてかくてエスペラント主義の『內に 

含まみ、思想』をして自由に進展すろ二ミ 

な得垃しむろかはりに,此の人達は此の思想 

対ば全く屠ろうさなされました……

〔造晤〕klara や大氣が）すま通る樣に 

孑れいな，（す*通って見艺る樣に ）明白な; 

klarigi ^^（して事柄も明瞼に）すろ・malr- 
permes^ita禁じらみる.tia^mnie^e此の樣 

にして,かくて.volvi （糸を糸卷なごに）卷 

きつけろ;dispolvigi （糸がほごれて卷ま出 

される樣に）進展すな、展開する■^orfigi 
殺す・

【註】klarigi al si （自ら自分にそうだミ
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説明する）解釋すれ anstataŭ『...の代りに』 

ミ云ふ前置詞はまた接熠詞ざして不定法動 

詞の前に用ひ得る（por『……マちために』及 

びantal o!『…するよりも前に,…せぬ內にJ1 
も然り.konservi保存す，存置す;konservi 
por....... la eblon ~i…に對して~すみ可能

dむか畳すろ,…が〜苜ち餘电も與へん

〔原文］ Bedaŭrinde en la lasta......
〔正誤〕原文十行目timo, ni eble |I timo, 

ke ni ebleの誤植〇

【澤〕遺磁な事に（I最近エスベランチス 

トの間にニう云ふ槪があらはれました:エス 

ベラントは魁に看器に過き•ない;例へ私的 

にでしエスペラント主義むわち思俶过結ぴ 

っけちのは避tji,それはもしそうでない过 

人"吾〇が皆盡くその思想をしって居ろの 

だむごさ考へ，そして吾。はその思想を好ま 

ぬ色。な人。の氣に入らぬ二ミになろう』 

ミ。あゝ何たろ言辭ぞ!吾。炉,自らは自分 

にミって實利わる李柄にのみエフ、ヘラント 

な用ひようなビミ思ってゐみそれ答の人逹 

の氣に入ろまいミ云ふ心配から，吾。が 

皆然く吾が心からエスベラント主義の最し 

竝人な，最も神聖なわの部分を匕扩去らりば 

ならぬ，エスベラント事業の主目的であり， 

エフ、へうシトのために闘ふ戦士を常に導き 

來ったその思想花Lぎ去らりぱならqざは! 

おヽ,否,否,否!猛然たろ抗議么以て音は此 

の要求を拒けます・

〔造語］alia （それではない）外の,alie （そ 

うでなく他で“）然らずんば,Iしそうでな 

いさ.nud'pS0i氣に入らぬ，いやがられち・ 

eFŜiriちぎって取り出す，まぐり取ちれぎ 
取る.fo丹eti棄て去ろ,抛棄すれ

〔註〕此の人の般き一節を決然ざじて云 

ひ放ら,惑激に震へ,蒼白な顔むして演壇上 

に毅热ミして立ったザメンホフも仰ぎ見て 

滿轄の同志は肅热さして襟么正うし,宇宙に 

ある『偉人』のひらめくを見た匕エスペラ 

ントの今Hわり,將來あろはザメンホフの人 

格の『偉大』芒吾。凡人の诚心の『偉大』龙 

て・おろう。 为」;心

〔原攵〕Se nin, la unuajn .......
【譯】若し人寺が普〇をして,エスベラン 

卜の爲め;:鬪ってゐる最初の戦上逹もして,

その行動中に於ける吾。の思想的な爭（I 
すべて避IĵMltならぬざ云ふ風に强ひろな 

らば，吾。“憤然さして，吾々がエスベラン 
トの爲めに會いたすべてのしの加ひ®裂3 
燒3すて，苦痛乍ら吾。全生涯の勞作ミ檄牲 

さむ吸棄し，吾等の胸につけたろ絲の星な遙 

かに投げうって，そして吾々"嫌惡の心を以 

て叫ぶ：專ら商業や實益の目的に對しての 

み役立たればならぬむご云ふそんなエス乂 

ラントミ“關係するのしいやだ』ミ。

〔造語］dev'iてiせりばならぬようにすめ 

餘技なくせしむ〉强いてさせら・bridigi燃や 

す.n的i'igi無にす,む仁にする・foneti投 

げすてろ.mal'prokwim'e'n遠方へ,遙かに.

【註］indigni赫怒す®カットすれkun 
doloro苦痛を以て,苦痛乍ら・kun abomeno 
嫌惡の情を以て,扫ゝいやらしいこ ek8kb 

uziva （それ（Xかリで）他のしのな容れ耳,專 

らの・havi nenion kumunan共通點な持た 

ぬ,關係なし

〔原文］ Venos iam Ia tempo.......
［繹］いつかは二う云ふ時代が參ります， 

それ□エスペラントが全人類の所有物芒な 

ってしまって,その血想的な特艮も失ふ峙代 

です;英時代には い］や單に莒絡きなって 

しまひませう,人"“既にそれのために闘ふ 

さ云ふ樣な事はなく，その中から利益も唯ひ 

きだすようになります。然し乍ら只今⑴殆 

んビすべてのエス"*・ランチストは猶ぼ利得  

者ではなく,奮闘者にすぎませり今H,晋。 

は皆丄く自覺してゐろのでわります,それは 

エスペラソトの爲かに働く过云を事に吾0 
をば鼓齋して居りますみ所以は實利ミ云ふ 

考ではございませぬ,風際縉なるものが包含 

して居りまする神聖ねめ偉大なるそして巫 

大むろ思想でおろのであちさ。此の『思俶』 

一諸君は皆誰しも感じてもいでいら 
ーミはあらゆろ园民間に於ける友愛过正 

義こであるのでわります。 ・

〔遣語〕伽'ig'ime............ にかつて了って・

posed対'〇所有物,tiradiよえず引く・ en'- 
havi內容す.

【註】karaktero （人なミ■の）性格,人格 

（各自の）特性;kvalito （上下品定めの標準に 

なる）性,性質，品質;eco = kvalito ; naturo 
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（持って生まれた自然の）天性・justa （邪に對 

すろ）正の,正義の;prava （行動動機が撫理 

からめ）正當な,御尤な;korekta （誤謬のな: 

い）正いヽ,正格な;rekta （曲線に對して）眞 

つ直ぐな,11!線の，（まわリくビい問接に對し 

て）直接の.

〔原文3 Se ofte personaj......
〔譚】 屢【，死病の床に打ち臥してゐち人 

《が私に書む窃せて，エスペラントがその餘 

命の唯一の慰藉であろさ云ふて參りますち 

な:らIX,彼等（1其時實益な想ふてゐろのださ 

申せませうか。4、否,否・皆誰もエスベラ 

ント主義の內に含まる思想;ニ想ひも至して 

ゐるのでございます;皆人がヱスベラント 

な好みましĴ：^H,それは人が『身體』を接 

近せしむろからではございませぬ,人々の 

『頭腦』な接近せしむろからであるざ云ふの 

でもございませめ，それ“唯人〇の『心』を 

接近せIめてくれるからな:のでございます

【譯】•••然し乍らその頭腦t以て户はな 

く,その心を以て吾〇の寧業に伍してわろそ 

れ等のエス乂ヲンチスト,其等の人〇は常に 

エスベラントの中に何よりも先っそれの內 

に含まる、思想をば愍じ，尊重するこさであ 

りませう;彼等は世界沪彼等を駡って夢想 

家ざ名づけ，嵐民的偏狂愛國者共が彼爭の理 

想么ば殆し犯闊でわちかの如くに攻攀いた 

そうこし恐るみ事はありますまい;彼誓は 

その夢想家ミ呼ぱる、名を誇りまぜう。吾が 

新しい大會は 每回此の人〇の心の中にエス 

ベヲント主義に含まる、思想に對すち愛ね 

ぱ聽固にいたします,そして展々毀。ざ吾が 

每年の大會は人類ミ人類友愛の行寄祝典さ 

なるここでございませう。

【註〕antao Ĉio何丄りも先に;先づ何よ 

りĴsuper ĉio何にもまして,何よりも（antaŭ 
板〇ミ殆んご同じ樣に用ひられる）.utopio 
（スブットランドの詩人/マス•ムアThomas

〔造語〕forĝi （嚴き鐵さも）鍛按すろ;皿

Moorが“Utopio"ミ云ふ書も著しその（|> 
に描いた最善最美の）理想國，（より理想國の

forĝita 接してつけられたる,（鍛接された

るが如く，はなれ・く）くっつけられたる・仏

夢を!uうな）夢想. kvazali krimon カ壬目勺

格になってゐろの“ ilian idealonミ同格,卽

ni終へる;fin^g^nta終はろ所の・en'ten'a・
は內に保たれて居ろ,包含されて居る・aFp-
roksim^gi接近させる〇

［註］alforĝita al la lito de morto 死の床 

に鍛着せられたる,枕し上げ得ぬ死病の床に 

臥し/; 〇. konsoli （病人や不幸な目にあっ 

了:人も）慰籍するĴamuzi （面白い审をして） 

樂します,娛11す;kondolenci （死者の遺族 

'なぎを）悼む,© くやみを云ふ;ĝui （自ら幸

福やい、ものも持って）享け樂しむ,幸福を 

持つ,い、目にわふ・tial,ke..............ご云ふ

ために（其故）,•••でわるから.kapo頭（頸よ 

リ上の身體の部分,特に頭髮の生えてゐる部 

分），（人の頭に類した，物體の）頭，先;kranio 
頭葢;cerbo fl®.序に brovo J3, inter bro vo 
眉間,naztruoj鼻の孑しmentono頤,kolo酋 

（頭ミ體艦ミのつなぎの細い部）,nuko頸（ウ 

ナ/首のうしろ側）襟足，vango brusto 
胸,mamoj 乳房〉ventro 腹,dorso 背,talio 
腰，kruro脚,piedo足（クル7・シより先）, 

brako 腕,mano 手，genuo 膝.

〔原文〕…Sed tiuj Esperantistoj...

ち共に動詞atakosの目的語.iom post iom 
（少しのめミに壬た少しこ）だんだんさ.kom
stanta （かわろ二さなく）不斷の，年中（行廖） 

の,常置の.

〔附記〕人類愛，民族間の友愛さ正義，そ 

れがザメンホフなしてエスベラントも創案 

せしめ讥動機でわる。それが普及の初期時 

代に痴人の夢を說くの類ミして默殺され，嘲 

笑され迫害せられっゝt各國の同志があら 

ゆる自巳の幸福な撮牲にして鬪った所以で 

わる。和々が及ばず午ら微力なつくして日 

夜费及に努めてゐろのも此の偉大むろ思想 

に感じ,その思想が吾笞の胸に斷まざろの火 

在熾ならしめてくれる沪爲めであみ。然し乍 

ら世には一般に思想さ云ふものを好まり人 

。もわる。エトモン•プyウ•ア博士はその著 

Vivo de Zamenhof （（Tザメンホフの生涯』）に 

書いてゐる: :工し

然し乍ら文法上の趣味からして言語过云 

ふ方而のみに興昧を起させられてゐる人。

もあった。此の人々の巾に佛國に於ける最 

初の普及者ノレヰ・ド・十一フロン侯がある.... 



[26 ] LA REVUO ORIENTA 114

彼は『內に含ま〇、思想』を好ま・なかった 

さ。
彼は常にエスペラント“單なら言葉でわ 

って思想ミ結ぶ二过を避くべきコざなその 

主宰すみレスベランチストに主張した。ザ 

メンホフの『人類人主義の宜言』が出た時・ 

最初の中に匿名であらのないゝニミにして 

之も茶化し:エスベラント運動に取っての览 

險物でわちさ罵逐!した。

これより先きー九〇五年プーロニユに開 

かれた第一回萬國大會に（?エスペラント主 

義に關する宣昔』が提出せら〇その第一 

條は『エスペラント主義さは エス乂ラント 

語を普及ぜんさする雾力のニミである』ざ 

定義した。エスベランチストの中にはエス 

ベラントの生れたる使命をし忘仇んざする 

者も出來て來た。

ザメンホフ“翌年の大會の演號（此の課が 

その一節）に於て『エスベラントは單に言語 

だけではない,エスベヲント主義は中・3S4> 
以て人類愛に進むコミでわろ』こさね喝破し 

T:〇此のブー ロニエ宣言反對の骼辯はポー 

フロン其他の思想嫌ひの連中を 驚到せしめ 

周章せし〇 （Tエスベラトン萬國大會の中 

立性に關する宣書』さ云ふのが提出された。

ザメンホフは量初はエスペヲント主義に 

對する此の人。の謬見ざ鬪うさしたのでわ 

あが,生來謙JSな彼は・Hom'a"n'ismo“ （人 

類の一貝:iしての主義，人類人主義）さ云ふ 

別名の下に眞のエスベラゾト主義を活そう 

さした。それには何よりし自由が必要であ 

った。一九 二年クラづゲの犬會でエスペ 

ラント界が彼を尊敬のわまりmajstro ĉ呼 

ぷこミをも辭退した（啊課參照）。一九一四年 

パリーに第十S!萬國大會を期きして『人類 

人大會』む催さうさしたが,佛國の常僚的な 

同志はその開會も峻拒した。世界大戰は彼 

の計畫も全く中斷い:。彼は相喰む人類に 

對すみ愛に心な痛め乍ら,平和克復のnね待 

ちわぴた。大戟か終结したら図の同志さ會 

して,人類に相愛すべきこさな誨へよう。然 

し天は無常であった。彼の宿稠心臓の病は逐 

リ行った,苦しい呼吸むし乍ら筆を執って人 

類愛の建設の新しい企畫を書いた。第一回會 

合の牺狀む？h、了:。『一九一六年十二月未』 

に開催すざ認あた、その年は暮れんざする, 

大戦は終らない。彼はその日附を消して『ー 

九一七年ハ月初』ミ書いた。その年は來れ, 

戰爭は止みそうに いい、,彼は鉛筆も執って 

わなわなふちへる手でF戦爭終局後に於て』 

ざ書・かへた。然しそ仇は已に無益でわっ 

ĵ:〇その年,四月十四H,彼の人類のために 

圖った聖い靈“天に歸ったのでわった。ワ 

丿レシャージ在住の二三の エスベヲソチスト 

さ獨逸軍の一エスペヲソチストミが，彼の計 

に就て口少しも知ら由Lない世界のエスペ 

ラ”ト界も代表して會葬した。た・生前施 

療に從察してゐた他太の貧民窟から!!慈父 

4・失った樣に心から心から淚すみ數百の老 

若男女,それはザメンホフがエスベラントの 

创秦者で世界的偉人であちこざなビは少し 

し知らぬ,唯神の如*人格者でわつ r:自分速 

ミ同じ樣に極貧でめった一眼科書加心から 

悼む至情で彼の柩について來た。偉人なろ 

人の下に眠れみわ標すたか粗末な小木標が 

立てられた。

ブリワ・アは云ふ『疑にその時代も高くぬ 

きんでゐた此の入は自分が偉大でわったが 

ためにいかにも疾しいかの樣に小人逹のゆ 

みしな乞はりばならぬのでわった。彼はこ 

の二つの進化（エスンペラシトざ人類主義） 

かば互にそ'こなひ合ふこさのない様にミて 

引き飲さればならなかった。然し乍らかく 

引き放すこさは不自然でわち。將來は必ず 

や行く行くザメンホフの思想を一に復歸せ 

しむる時が來ろう』ミ。又日く『然し事業は 

未完のまゝでわる。誰がそれも承け繼ぐか。 

誰が彼の遺启むし芒げるのでわるか』その 

選まれたる人々は他にはない,此の吾々エス 

ベランチストでなくして誰でわり得よう。

エフ、人うソトを學んでザメンホフの思想 

に感じ得ないならば不幸でちる。その人の 

人間さしての不幸でわち。エスベラントに 

對する感澈を深からしむるため諛者が必ず 

フ・リウ•ア著Vivo de Zamenhof;松崎克巳氏 

薛『愛の人ザメンホフ』宦價豈圓、邀留郵秒 

十三錢）も一諛せられむこさもむす、ちて 

ち 〇 __ _____ _________一》
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〔プーロニュ宣言に就て;)同宣言はザメン 

ホフ博士の署名の下に提出されたものでわ 

或人建は此の宣言はサメソホフ博士の 

本意ではなくおーフロン笞がものしたしの 

で，おミむしいザメンホフはエスペラント運 

動の恩人たろ米ーフロン侯の面前でその嚴 

に逆ふ!ミが出來す署名したtのでおる过 

云ってゐる。哉ーフロン侯は人も知るござ 

く adjuvilミ云ふ网際語を創案したがエス 

乂ヲソトを見て其發我を止め佛國にエフ、・ 

ラントを普及した。その4隆で今迄露獨の 

一隅にのみ普及されてゐたエスベラントが 

歐洲の中心に乘り出して隆盛の緖を開いた。 

然しポーフロン侯は非常に官僚的な男で普 

及でも文體でも己の統率の下に,巳のいゝミ 

思ふ樣に統一せんこしĴ:〇例へば大部な『文 

法詳解』を著して口分のdogmoによって工 

スペヲントの語法をrigideに一定せしめん 

ミしパ')—のHachette書店から出阪すろ 

たあ送って來るザメンホフの原稿をも自分 

の好みに合ふ樣に勝手に筆も入れたe云ふ。 

言•語はelastaな生またbのである，個人や委 

貝會■が語法な定あろ二さは出來ない。ザメ 

ンホフの文が生き生3さしてゐるのに反I 
て，ポーフロンの文は論理的な,死人の樣な 

文であるミブリウ・アーも云ってゐち。ホー 

フ コンはプーロニエ大會の翌や年,『イード』 

語を發表して(尤も茶番的に最初は無睪の樣 

に振舞った)人類語運動に犬叛逆ゝ企て，世 

から全く葬り去られた。ブーロニエ宣言が 

ザメンホフの本意でない事を證明すろ人〇 

は翌年笫二回大會に於てザメンホフが同宣 

莒反對の大獅子叭を い:事の外に,同宣莒提 

出の際,修正削除され讥條項中に次の如きも 

のを擧げてゐる:

(1) 厂第二條中」若しエスペラントよりも 

つ过よい1のが出來たらザメンホフ业に他 

のエスベヲッチストはエスベラント花棄て 

てそれに趨ろべしざわったのは・ーフロン 

が將來イードな出す前提でもる。

(2) エスベラントの Fundamento中『最 

も小さい逐更;をも許さず』さわったのはホー 

フ ロンの平常も語ってゐて，ザメンホフの言 

辭さ“正反對の現象。

⑶ エスベヲソト語法の 疑義に對すみ決 

定は中央集權的に中央委員が獨裁決定する 

さ云ふのもおーフロソの性格をあらはして 

ゐろ(削除せられし第五條。

w出版される圖替の優秀を證明するた 

めザメンホフが證明を臾へろ二“二れもザ 

氏の心事から最も遠からべき事柄で，ホーフ 

ロン式でわる。

なごであるが，吾。にさって“理屈はいら 

ないザメンホフの第二回大會に於ける演說 

から受け得ろ直接惑銘だけで澤山でおち。そ 

して吾〇は吾。の信ずる道ーーそれは一眼 

科書ザメンホフの歩んだ道一ぶひたすら 

に進んでゆけばよい刀だ。

KORESPONDA FAKO

(1linioj 10 sen: L =Iel ero, IP—«ilustriaj 
poŝtkar ⑹,PM = post markoj, bdf= b.ld- 
flanke, G = gazetoj, SM = si gei mar kaj).
【注盘〕诲外の同志过の文通は嚼習の良 

法です。會員は年二回三行迄無料。

©Japanujo--S-ro Masa Mizutani, Jŭatono 
Kotonfadena Magazeno, Semba P.O. Ku・ 
nai, Osaka ; dcz. intŝ. L, IE, G. Mi estas 
kelektanto kaj membro de C.I.C.H.C.E・

©Bulgarujo—S-ro Kiril P. Georgiev, str. 
„6 septembro" No 1,Sofia ; kun orienta・ 
noj pri socia vivo, literaturo, kaj laŭvolaj 
temoj per L, IP, G, foto.

©Germanujo—S-ro Erich Lŭer, Del. de U*  
E.A., Henkestr., 36, Ilelmstedt; per L» 
IP kun japanaj kaj hinoj・

©Cefio5»Iovakujo — S-rino Berta Patoĉkova 
kaj S-ro Joza Mŭdl, ŝtatoficisto, en Trenĉi- 
anskŝ Teplice・
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日本語エスペラント小辭典 再煦

三高エスベヲント會編棊 クロース製本1.00特製總皮1.50
硏究，會話，文通其他に於けろ好指針たん 無くてはならぬ此の 

一本も座右に備へられよ-• •

エスペラント講習讀本一第八版

ハ木日出雄氏著
定價・35 送料.02

過去數年問各地の講習會に使用せられ旣に定評わり今や改訂第八 

版を出して面□も新にす,短期講習會に好適の敎材なり

盲人 エスペラント講習讀本 U!第 版

定價・65 送料.12

ハ木氏讀本ね盲人工スベランチスト島井氏が點譯せみもの本邦唯 

ーの盲人用教科書ミして各地盲啞舉咬にて採用せらみ（講師用註 

解は講御に進呈す）

京都市寺町夷川 力 ニャ

振替大阪 二三四〇四番 電話上 二五五五番

店

村田正太著

エスペラント講話I全-册

定價金貳 EJ 送料六錢五拾錢

堆も系統的に純語學的見地からエス語を徹底的に研究したも 

ので，此の書さへ熟蔽すればエス語で書いた大槪のものはスラ 

スラ讀んで行くこごが出來ち

發行所
東京市木鄕區彌生町三潘地醫事新聞社 
振替狞金口座東京三五三八番電話小石川二三八六

曹捌所東京市木鄕區龍岡町卅二帚地吐鳳堂書店 
貝伽”「扼替狞全口座東京四一八番電話下谷一六七二番
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長大正十二年四月炎

日本エスペラント社發行書籍目錄 
定價 

教科用器话エスペラント全程（厚クロ1ス綴）...... 1・5〇

旣往ハ年間我國Ĥス語教科書の補威ざして『エスペヲント全 

程』の價値は旣に定評わリ\然れざも著者は之にJS足ぜず・推 
敲多年又自ら木書な用ひて敦授しア:み經驗に鑑み、吹むべきも 
改め、增确すべきを增補し、茲に全く面目も一新して新に編 
纂せしものなり、殊に就意科『エスペラント韻审槪要』の一章 
は我國に於て全く新しき述作に係るなり。

同上練習課題解答集（說明附）................. 25
『練習例題解瞥集』は獨習者及び教師用ミして缺く可らざろ 

iの・從來是れ無きな遺怯こせIが■今回特に別冊iして發行

ス語大文法第一輯ゝ前置詞......................1・〇〇
一 ・ ■ .70

.05 

.25 

.25

.50 
45
.25
.05

同上第二輯ヽ副詞 

エスペラントの手弓］（小形本）.......
コスペラント敎科書（短期講習用書） 

エスペラント摸範練習讀本（解說附） 
イソツブ物語（詳註附）............
レッシング物語（脚註附）...........

エスペラント助辭一覽（小电本）•… 

東洋白珠集（PERLOJ EL LA ORIENTO （和漢模範文譯）・・45 
論語（LA VORTOJ DE KONFUCIO）（エスペラント譯） 一 
大成日エス辭典（印刷中） 

大成エスペラント和譯辭典（薄クロース綴）..... 2.00
羅エスペラント和譯解剖學名辭典（薄クロース綴）・・丄50 
エス日及日エス海員語辭典（薄クロース綴） 
大戒エスロ對照會話編（印刷中） 
實用會話及手紙（印刷中） 

SALOME （千布氏譯）（口繪寫眞版入）....
高#エスペラント敎材（講習用）.........
同上講義（上卷）............... ............
作詩法講義................................

エスペラントの本質ごエスペラソト文學（日本文譯）1.00 
盂ごペラントの桀（宣傳用）百枚.....  -
點字エスペラント敎科書（盲人用）•….

〔切手代用拂込ハー割增］

.40

.60

•45 
.15 
.05
•15

.30
.50

送料

.06

.02

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 
.02 
.02 
•02 
.02

.06

.04

.02

.02

.02

.02

.02

.04

.02

.06

——發 

日本エス
柬京市神田區表独樂町2.

".洋書・:エスペラント洋書澤山あり（目錐要二錢郵券）＞

行 所——

ペランr祉
電話神田4785.----- 振貯柬京 51613.
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（第4頁二りつ'•く）地方會:一

◎中舞鷄Esp・會 Nakamaizuzu E-a Societ〇. 

（京都府加佐郡中速町北通二丁目高橋淸）

◎神戶高商 Esp.協禽 Esp. Grupo en Kobe 
Komerca Kolegio （同校內橋本雅技）

◎關四李院 Esp.會 Esp. Grupo en Kŭansal 
Instituto, Kobe （同學院盒誓商業部須々木 

景光）

◎伊山 Esp.會 Izau Esp. Grupo； Mieken. 
三SI無阿山郡三田村岡田虎雄）

◎京城 Esp.硏究會 Keijd Esp. Societo, 
Koreujo.（京披平洞ニ五、大山時雄）

◎靑島 Esp.會 ĉi n tao Esp. Societo, Ĥ inujo. 
（青島大和町民な三四仲凍善忠）

◎松阪商業學校會 Esp. grupo en 
Macuzaka Komerca Lernejo, Miekcn （三 
重縣松阪町同校內加茂秀雄）

◎和液山Esp.支部食 Uakajarna Esp.
Grupo, Funado （和默山縣那賀郡小倉村舟 
戶澤斯須川庄九郞）

◎岸和田 Esp・會 Kisiŭada Esp. Grupo, 
Osaka.（大阪岸和田市堺町 32 那木一 
男）

◎龜波中學 Esp.會 Esp. grupo en Tonami 
Liceo, Tojamakeu.（富山®糸出旳确波中學 
岩田宗一郞）

◎岡山六高 Esp.會 Esp. prupo en VI 
■Nacia Kolegio, Okajama.（岡山市國富友 
田方亦司・谷）

◎松本高等學校Esp.會 Esp. grupo en Mむ 
curuoto Nacia Kolegio, Naganoken.（松本 
市埋儕1638島田屋方暫田眞雄）

◎名古屋Esp.學生聯盟 Nago ja Studenta 
Ligo Esp.«ista （名古屋局私・書風第四次號）

◎次阪 Esp.含 Osaka Esp. Ateneo （府"F玉 

出町辰已573相坂佶）

◎神戶 Esp.社尖會 Kobe Parolrondo 
Esp-a （神戸市山手六丁□基怪教苛キ會）

◎神戶 Y.M.C,A. Esp.會,Kobe Y・M・C.A・ 
Esp.-Grupo （同所）

◎福江 Esp・會,Fukue Esperanto Grupo, 
Aiĉi-ken （愛知縣福江町石井二葉氏）

◎佐世保 Esp.會,Sasebo Esp. Societo （佐世 
保需相生町49加納常院內）

地方會の世話人に於て會費を取りまさめ 

て御送附わろ塢合に“,其の一割を其會の費 

用さして潍引かれてよろしい。

PRESEJO “D/MDOSA"
UNUAKLASAJ PRESISTOJ EN

Esperanto, angla, franca.
・ germana, rusa^ itala, hispana 

kaj ceteraj lingvoj 
de la tula mondo

Speciala arto en muziknotoj

一｛LIBROBINDO｝一 

大道社

東京市麴町區隼町七番地 

電舘九段三八〇七番 

振替東京五一五七二番

◎炭島エスベラント研究^Ilircŝima Ateneo 
Esperanta （廣R市感泰寺海明會內棵农ニ泉） 

◎東京高師 Esp.會 E-a Grupo de Tokio 
Supra Normala Kolegio.侗校內観我盛隆） 

◎甫鐵 Esp.會,E-a Grupo de Sudmanĉura 
Fervojo,漉山截道毋校內岩淵幸三郞） 

◎岐阜 Esp.會,Gifu Esperanta Grupo•（岐 

卑局私書两十一號，へ

◎靜岡綠星俱樂部・ Ŝizuoka verdstela klubo 
（静岡市吳眼町四の十一梶剛）

◎鮮銀エスベヲント會 Esp. G en Korea 
1Banko・（朝鮮京城耕鮮银行內宮本淸治ヽ） 

◎仁川ヱスペラント會 Esp G en Ji nsen.
（朝鮮仁川宮町二十七高野山內岡本宣空）

◎朝倉中學エスペラント會Esp. G. en Asa
kura Liceo.（福岡瞬?片倉那甘木町同校內） 

◎尾道エスペラント俱樂部 OnomiN Esp・ 
Klubo・（尾道郵便局私書鬪第十四號'i
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本
語
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模
範
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っ
た
趣
味
芒
實

に
富
む
雜
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語
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研
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し
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本誌の購讀料本誌の廣吿料

金二十二一冊郵稅共定價

前金 金一圓三十錢半年分同

金二圓え十0!一年分同 同

◎ Ŭ本エスペラント學會員は此の限りに非 

す

大正十二年五月二十日印刷

大正十二年五月廿五日發行

發行所 日木エスベラント學會

東東市牛込!k新小川町三の十四 

晏黠榮 小坂猜二

需品备（大道社）岸山芳太耶 

東京市麹町區車町七転地

◎料金はすべて前納の二ミ ヽ〕「

◎エスベラントに關するもの は特別割引も 

します

全頁 牛頁 四半頁

回.... ........ 20 11 6
回.... ............38 20 11

二 回.... ............ 55 30 16
ハ 回.... ____ 100 55 30
十二 回.... ........ 180 95 50

學會振替口座
畫注文會餒豹◎〔一般會計用:

東京ーー三二五番

◎〔基本金寄附專用;）

東京三二〇ハ九番

◎基本金墓集題苗:書御入用のかは御申越次 

第御送附いた［ます


